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農 政 日 誌
（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

４ 月

４月３日㈪◇国内23例目の BSE発生に係る疫学調査

結果について（BSE23例目の疫学調査第２

報）（消費・安全局動物衛生課、畜水産安全

管理課）

◇一般企業の農業参入及び農地制度に関す

るホームページの開設について（経営局構

造改善課）

◇平成18年度「ユビキタス食の安全・安心

システム開発事業」応募要領について（消

費・安全局消費・安全政策課）

◇主要食料品の小売価格の見通し等（消

費・安全局消費安全・政策課）

◇牛肉小売価格の調査結果 平成18年３月

第５週（３月27日～３月31日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

４日㈫◇日・アセアン包括的経済連携協定交渉の

開催について（大臣官房国際部国際調整課）

◇食料・農業・農村政策審議会総合食料分

科会食品リサイクル小委員会第６回配布資

料一覧（総合食料局食品産業企画課）

◇新たな視点からの政策提言シリーズの開

講－新たな客員研究員を迎えて－（農林水

産政策研究所）

◇畜産物缶詰及び畜産物瓶詰の日本農林規

格の改正案についての意見・情報の募集結

果について（消費・安全局表示・規格課）

５日㈬◇セルビア・モンテネグロからの家きん肉

等の輸入一時停止措置について（消費・安

全局動物衛生課国際衛生対策室）

◇「次世代農業機械等緊急開発事業」新規

課題参画企業の決定について（生産局農産

振興課、独立行政法人農業・食品産業技術

総合研究機構生物系特定産業技術研究支援

センター）

◇“環境保全”＋“精密”農業、はじめます。－

「IT活用型営農成果重視事業」の創設につ

いて－（生産局農産振興課環境保全型農業

対策室）

◇農林水産省本省における ISO14001の認

証取得について（大臣官房環境政策課）

６日㈭◇ドイツからの家きん肉等の輸入一時停止

措置について（消費・安全局動物衛生課国

際衛生対策室）

◇GCC（湾岸協力理事会）諸国との FTA

（自由貿易協定）交渉について（大臣官房

国際部国際調整課）

◇「農業信用基金協会の監督に当たっての

留意事項について（事務ガイドライン）の

一部改正案」に対する意見募集の実施結果

について（経営局金融調整課）

◇平成18年度における環境物品等の調達の

推進を図るための方針（大臣官房環境政策

課、経理課）

◇第３回「企業の森林整備活動に関する検

討会」の開催について（林野庁森林整備部

研究・保全課、国有林野部業務課）

◇森林・林業の再生に関するプロジェクト

チーム第６回会合の概要（林野庁林政部企

画課）

７日㈮◇BSE問題に関する質問主意書について

の農林水産省の対応に関する調査結果につ

いて（大臣官房文書課）

◇漁業の省エネルギー関連事業に関する説

明会の開催について（水産庁増殖推進部研

究指導課海洋技術室）

10日㈪◇「生物多様性影響評価検討会総合検討会」

の開催及び傍聴について（農林水産技術会

議事務局技術安全課）

◇第17回日中農産物貿易協議会の開催につ

いて（生産局野菜課、林野庁林政部経営課

特用林産対策室、大臣官房国際部貿易関税

課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年４

月第１週（４月３日～４月７日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）
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◇漁港漁場整備にかかる有識者委員会の提

言について（水産庁漁港漁場整備部計画課）

◇みどりの週間及び緑の募金「全国一斉強

調週間」に係る主要緑化行事について（林

野庁森林整備部研究・保全課）

◇2005年木材輸入実績について（林野庁林

政部木材課木材貿易対策室）

11日㈫◇農業資材審議会飼料分科会の開催及び一

般傍聴について（消費・安全局畜水産安全

管理課）

◇2006年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調査

（JARPN-Ⅱ）三陸沖鯨類捕獲調査の開始

について（水産庁資源管理部遠洋課）

◇平成18年度における緑資源幹線林道事業

の期中の評価について（林野庁森林整備部

整備課）

◇新生産システムモデル地域の内定につい

て（林野庁森林整備部計画課）

12日㈬◇平成17砂糖年度下半期甘味に関する協議

会の概要について（生産局特産振興課）

◇東京穀物商品取引所及び関西商品取引所

の定款の変更の不認可について（総合食料

局商品取引監理官）

13日㈭◇米の１人１か月当たり消費量（平成18年

２月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇「消費者ニーズ対応花き生産・小売等連

携強化促進のための交流大会（花き生販連

携促進交流大会）」開催日時・場所のお知ら

せ（生産局果樹花き課花き対策室）

◇平成17年度肥料中に含まれるダイオキシ

ン類の含有量に関する調査結果について

（消費・安全局農産安全管理課）

◇2005╱2006年第二期南極海鯨類捕獲調査

船団の入港について（水産庁資源管理部遠

洋課）

◇水産政策審議会企画部会第３回加工流通

消費小委員会の資料について（水産庁漁政

部加工流通課）

◇第３回「企業の森林整備活動に関する検

討会」の概要について（林野庁森林整備部

研究・保全課、国有林野部業務課）

14日㈮◇第17回日中農産物貿易協議会の結果につ

いて（生産局野菜課、林野庁林政部経営課

特用林産対策室、大臣官房国際部貿易関税

課）

◇畳表の日本農林規格の改正案等について

の意見・情報の募集結果について（消費・

安全局表示・規格課）

◇第２回豆腐・納豆の原料大豆原産地表示

に関する検討会の開催について（総合食料

局食品産業振興課）

◇日・インドネシア経済連携協定の第4回交

渉会合について（大臣官房国際部国際調整

課）

◇花粉症事案の調査報告について（林野庁

林政部林政課）

17日㈪◇日・ブルネイ EPA第２回準備会合につ

いて（大臣官房国際部国際調整課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年４

月第２週（４月10日～４月14日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

◇水産政策審議会第25回資源管理分科会の

結果について（水産庁漁政部漁政課）

◇漁業法第58条第１項の規定に基づく中型

さけ・ます流し網漁業（太平洋の海域）の

告示案に関する意見・情報の募集結果につ

いて（水産庁資源管理部遠洋課）

18日㈫◇パレスチナ暫定自治政府からの家きん肉

等の輸入一時停止措置について（消費・安

全局動物衛生課国際衛生対策室）

◇家畜の遺伝資源の保護に関する検討会

（第１回）の概要について（生産局畜産部

畜産振興課）

◇平成17年度外国産麦類検査実績の産地

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成17

年４月～平成18年２月）（総合食料局食糧部

消費流通課）

◇「食と農の扉」及び「農と食のサイエン

ス」の創刊について（農林水産技術会議事

務局技術政策課）

◇平成18年度第１回サンゴ増養殖技術検討

委員会の結果について（水産庁漁港整備部

整備課）

◇我が国初の『森林セラピー基地』等の認

定について－生理実験による森林の癒し効

果を踏まえた地域振興を目指して－（林野

庁森林整備部研究・保全課）

◇林政審議会の概要について（林野庁森

林・林業基本計画検討室、林政部林政課）

19日㈬◇遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ

る生物の多様性の確保に関する法律に基づ
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く学識経験者の選定及び公表について（消

費・安全局農産安全管理課、農林水産技術

会議事務局技術安全課）

◇牛海綿状脳症（BSE）の確定診断の結果

について（消費・安全局動物衛生課）

◇平成18年度先端技術を活用した農林水産

研究高度化事業の新規採択課題の決定につ

いて（農林水産技術会議事務局先端産業技

術研究課産学連携研究推進室）

20日㈭◇平成18年度病害虫発生予報第１号（消

費・安全局植物防疫課）

◇第22回コーデックス連絡協議会の概要

（厚生労働省、消費・安全局消費・安全政

策課）

◇農林水産省が優先的にリスク管理を行う

べき有害化学物質のリスト及び食品の安全

性に関する有害化学物質のサーベイラン

ス・モニタリング中期計画の作成について

（消費・安全局消費・安全政策課）

◇米国の2006年外国貿易障壁報告書に対す

るコメントについて（大臣官房国際部国際

経済課）

◇水産政策審議会企画部会第３回漁業経

営・資源管理小委員会の資料について（水

産庁漁政部企画課）

21日㈮◇スーダンからの家きん肉等の輸入一時停

止措置について（消費・安全局動物衛生課

国際衛生対策室）

◇メキシコ合衆国産トマトの生果実の輸入

解禁について（消費・安全局植物防疫課）

◇アメリカ合衆国アイダホ州におけるジャ

ガイモシロシストセンチュウの発見につい

て（消費・安全局植物防疫課）

◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

依頼について（消費・安全局畜水産安全管

理課）

◇平成18年３月の国内産米穀の卸・小売価

格の概況について（総合食料局食糧部計画

課）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成18年３

月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇第12回水産政策審議会企画部会の資料に

ついて（水産庁漁政部企画課）

24日㈪◇日・ベトナム EPA第２回共同検討会合

について（大臣官房国際部国際調整課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年４

月第３週（４月17日～４月21日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

25日㈫◇日・シンガポール新時代経済連携協定に

関する第２回総括委員会の開催について

（大臣官房国際部国際調整課）

◇BSE患畜（24例目）に関する情報（消費・

安全局動物衛生課、畜水産安全管理課）

◇SEAFDEC（東南アジア漁業開発センタ

ー）第38回理事会の結果について（水産庁

資源管理部国際課）

◇第１回湖沼漁場改善技術検討委員会の開

催について（水産庁漁港漁場整備部計画課）

◇平成18年度における水源林造成事業の期

中の評価について（林野庁森林整備部整備

課）

26日㈬◇短期在外研究員（フェロー）（2007年分）

及び国際ワークショップ（2007年-2008年

分）の募集について（OECD「生物資源管理」

国際共同研究プログラム）（農林水産技術会

議事務局国際研究課、独立行政法人農業生

物資源研究所）

◇ロシア200海里水域における我が国漁船

によるロシア系さけ・ますの2006年におけ

る漁獲に関する日ロ政府間協議の結果につ

いて（水産庁資源管理部国際課）

27日㈭◇コートジボアールからの家きん肉等の輸

入一時停止措置について（消費・安全局動

物衛生課国際衛生対策室）

◇中川農林水産大臣の海外出張について

（～５月６日、オーストリア、スイス、ブ

ラジル、チリ）（大臣官房国際部国際政策課）

◇森林・林業の再生に関するプロジェクト

チーム第７回会合の概要（林野庁林政部企

画課）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局畜水産安

全管理課）

◇「都市と農山漁村の共生・対流に関する

プロジェクトチーム 第13回会合」（内閣官

房、農村振興局企画部農村政策課都市農

業・地域交流室）

◇バイオマスタウン構想の公表（第12回）

について（大臣官房環境政策課資源循環室）

◇「景観の日」の制定及び「日本の景観を

良くする国民運動推進会議」全国大会の開
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催について（農村振興局企画部地域計画官）

◇平成17年度食品産業における環境自主行

動計画のフォローアップの実施について

（総合食料局食品産業企画課食品環境対策

室）

◇遠洋底びき網漁業につき、その許可又は

起業の認可をすべき船舶の総トン数別の隻

数及び許可又は起業の認可を申請すべき期

間を定める告示案についての意見・情報の

募集結果について（水産庁資源管理部遠洋

課）

◇「津波・高潮対策における水門・陸閘等

管理システムガイドライン」を策定しまし

た（農村振興局整備部防災課、水産庁漁港

漁場整備部防災漁村課、国土交通省）

28日㈮◇豆腐・納豆の原料大豆原産地表示に関す

るガイドライン骨子（案）についての意見・

情報の募集（総合食料局食品産業振興課）

◇新たな視点からの政策提言シリーズの開

講－新たな客員研究員を迎えて－（農林水

産政策研究所）

◇都市と農山漁村の共生・対流に関するプ

ロジェクトチーム第13回会合の概要（農村

振興局農村政策課都市農業・地域交流室）

◇食料・農業・農村政策審議会消費・安全

分科会第５回家畜衛生部会の開催について

（消費・安全局動物衛生課）

◇水産物の市況について（平成18年４月及

び５月）（水産庁漁政部加工流通課）

◇平成18年度第１回瀬戸内海東部カタクチ

イワシ漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資

源課、独立行政法人水産総合研究センター）

◇平成18年度第１回日本海スルメイカ長期

漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資源課、

独立行政法人水産総合研究センター）

29日㈯◇英国からの家きん肉等の輸入一時停止措

置について（消費・安全局動物衛生課国際

衛生対策室）

法令>

４月３日㈪◇森林管理局署職員服制の一部を改正する

省令（農林水産省令第31号）を公布（同日

施行）

◇商品取引所法施行規則の一部を改正する

省令（農林水産省・経済産業省令第１号）

を公布（同日施行）

◇地方農政局、森林管理局及び沖縄総合事

務局に公共事業に関する事務について主体

的かつ一体的に処理させる場合の事務の取

扱いに関する訓令の一部を改正する訓令

（農林水産省訓令第８号）を公布（平成18

年度予算の成立の日から施行、平成18年度

分の予算から適用）

10日㈪◇動物用医薬品の使用の規制に関する省令

の一部を改正する省令（農林水産省令第32

号）を公布（平成18年５月29日施行）

17日㈪◇下請中小企業振興法施行規則の一部を改

正する命令（内閣府、総務省、財務省、厚

生労働省、農林水産省、経済産業省、国土

交通省令第１号）を公布（会社法の施行の

日（平成18年５月１日）から施行）

20日㈭◇農林畜水産業関係補助金等交付規則の一

部を改正する省令（農林水産省令第33号）

を公布（同日施行）

21日㈮◇産業活力再生特別措置法施行規則の一部

を改正する命令（内閣府・総務省・財務省・

厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国

土交通省令第２号）を公布（会社法の施行

の日（平成18年５月１日）から施行）

◇輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に

関する臨時措置法第２条第４項の対内投資

事業者に関する命令の一部を改正する命令

（内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働

省・農林水産省・経済産業省・国土交通省

令第１号）を公布（会社法の施行の日（平

成18年５月１日）から施行）

◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第34号）を公布（同日施

行）

24日㈪◇家畜商法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第35号）を公布（会社法の

施行の日（平成18年５月１日）から施行）

◇肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則

の一部を改正する省令（農林水産省令第36

号）を公布（会社法の施行の日（平成18年

５月１日）から施行）

25日㈫◇農地法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第37号）を公布（平成18年

５月１日施行）

◇農業経営基盤強化促進法施行規則の一部

を改正する省令（農林水産省令第38号）を

公布（平成18年５月１日施行）
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26日㈬◇電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化

事業計画認定規則の一部を改正する省令

（財務省・厚生労働省・農林水産省・経済

産業省・国土交通省令第１号）を公布（会

社法の施行の日（平成18年５月１日）から

施行）

◇民間事業者の能力の活用による特定施設

の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入

の促進及び対内投資事業の円滑化に関する

臨時措置法を廃止する法律（法律第31号）

を公布（平成18年５月29日施行）

◇工業再配置促進法を廃止する法律（法律

第32号）を公布（同日施行）

◇工業再配置促進法を廃止する法律の施行

に伴う関係政令の整備等に関する政令（政

令第178号）を公布（工業再配置促進法を廃

止する法律の施行の日から施行）

◇会社法及び会社法の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律の施行に伴う農林水

産省関係政令の整備等に関する政令（政令

第179号）を公布（会社法の施行の日（平成

18年５月１日）から施行）

◇会社法及び会社法の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律の施行に伴う経済産

業省関係政令の整備に関する政令（政令第

180号）を公布（会社法の施行の日（平成18

年５月１日）から施行）

◇金融機関等による顧客等の本人確認等及

び預金口座等の不正な利用の防止に関する

法律施行規則の一部を改正する命令（内閣

府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・

農林水産省・経済産業省・国土交通省令第

3号）を公布（会社法の施行の日から施行）

◇協同組織金融機関の優先出資に関する法

律に係る民間事業者等が行う書面の保存等

における情報通信の技術の利用に関する命

令の一部を改正する命令（内閣府・厚生労

働省・農林水産省令第１号）を公布（会社

法（平成17年法律第86号）の施行の日から

施行）

◇工業再配置促進法施行規則等を廃止する

省令（財務省・厚生労働省・農林水産省・

経済産業省・国土交通省令第２号）を公布

（工業再配置促進法を廃止する法律の施行

の日から施行）

◇卸売市場法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第39号）を公布（会社法

の施行の日（平成18年５月１日）から施行）

27日㈭◇環境情報の提供の促進等による特定事業

者等の環境に配慮した事業活動の促進に関

する法律第９条第１項の規定による環境報

告書の作成及び公表の方法を定める命令の

一部を改正する命令（内閣府・総務省・財

務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産

省・経済産業省・国土交通省・環境省令第

１号）を公布（会社法の施行の日（平成18

年５月１日）から施行）

◇日本工業規格への適合性の認証に関する

省令等の一部を改正する省令（厚生労働

省・農林水産省・経済産業省・国土交通省

令第３号）を公布（会社法（平成17年法律

第86号）の施行の日（平成18年５月１日）

から施行）

◇輸出水産業の振興に関する法律施行規則

の一部を改正する省令（農林水産省令第40

号）を公布（平成18年５月１日施行）

28日㈮◇商品取引所法に係る民間事業者等が行う

書面の保存等における情報通信の技術の利

用に関する法律施行規則の一部を改正する

省令（農林水産省・経済産業省令第２号）

を公布（会社法の施行の日（平成18年５月

１日）から施行）

◇異分野連携新事業分野開拓に関する命令

の一部を改正する命令（内閣府・総務省・

財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産

業省・国土交通省令第３号）を公布（会社

法の施行の日（平成18年５月１日）から施

行）

◇中小企業等協同組合法施行規則及び中小

企業等協同組合法に係る民間事業者等が行

う書面の保存等における情報通信の技術の

利用に関する法律施行規則の一部を改正す

る命令（内閣府・財務省・厚生労働省・農

林水産省・経済産業省・国土交通省令第１

号）を公布（会社法の施行の日（平成18年

５月１日）から施行）

◇水産業協同組合法第123条の２第４項に

規定する区分等を定める命令の一部を改正

する命令（内閣府・財務省・農林水産省令

第１号）を公布（平成18年５月１日施行）

◇農水産業協同組合貯金保険法施行規則の

一部を改正する命令（内閣府・財務省・農
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林水産省令第２号）を公布（平成18年５月

１日から施行）

◇農林中央金庫法第85条第２項に規定する

区分等を定める命令の一部を改正する命令

（内閣府・財務省・農林水産省令第同３号）

を公布（平成18年５月１日施行）

◇農業協同組合法第94条の２第３項に規定

する区分等を定める命令の一部を改正する

命令（内閣府・財務省・農林水産省令第４

号）を公布（平成18年５月１日施行）

◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の

信用事業に関する命令の一部を改正する命

令（内閣府・農林水産省令第６号）を公布

（平成18年５月１日施行）

◇農林中央金庫法施行規則の一部を改正す

る命令（内閣府・農林水産省令第７号）を

公布（平成18年５月１日施行）

◇農水産業協同組合の優先出資に関する命

令の一部を改正する命令（内閣府・農林水

産省令第８号）を公布（平成18年５月１日

から施行）

◇農林中央金庫及び特定農水産業協同組合

等による信用事業の再編及び強化に関する

法律施行規則の一部を改正する命令（内閣

府・農林水産省令第９号）を公布（平成18

年５月１日施行）

◇農水産業協同組合の金融機能の強化のた

めの特別措置に関する命令の一部を改正す

る命令（内閣府・農林水産省令第10号）を

公布（平成18年５月１日施行）

◇漁業協同組合等の信用事業に関する命令

の一部を改正する命令（内閣府・農林水産

省令第11号）を公布（平成18年５月１日施

行）

◇農水産業協同組合の組織再編成の促進の

ための特別措置に関する命令の一部を改正

する命令（内閣府・農林水産省令第12号）

を公布（平成18年５月１日施行）

◇商品投資販売業者の許可及び監督に関す

る命令の一部を改正する命令（内閣府・農

林水産省・経済産業省令第１号）を公布（会

社法の施行の日（平成18年５月１日）から

施行）

◇鉱工業技術研究組合法施行規則及び鉱工

業技術研究組合法に係る民間事業者等が行

う書面の保存等における情報通信技術の利

用に関する法律施行規則の一部を改正する

省令（財務省・文部科学省・厚生労働省・

農林水産省・経済産業省・国土交通省令第

１号）を公布（会社法の施行の日（平成18

年５月１日）から施行）

◇中小企業団体の組織に関する法律施行規

則及び中小企業団体の組織に関する法律に

係る民間事業者等が行う書面の保存等にお

ける情報通信の技術の利用に関する法律施

行規則の一部を改正する省令（財務省・厚

生労働省・農林水産省・経済産業省・国土

交通省令第３号）を公布（会社法の施行の

日（平成18年５月１日）から施行）

◇特定工場における公害防止組織の整備に

関する法律施行規則の一部を改正する省令

（財務省・厚生労働省・農林水産省・経済

産業省・国土交通省・環境省令第１号）を

公布（会社法の施行の日（平成18年５月１

日）から施行）

◇農業協同組合法施行規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第41号）を公布（会

社法の施行の日（平成18年５月１日）から

施行）

◇水産業協同組合法施行規則の一部を改正

する省令（農林水産省令第42号）を公布（平

成18年５月１日施行）

◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第43号）を公布（会社法

（平成17年法律第86号）の施行の日（平成

17年５月１日）から施行）

◇商品取引所法施行規則の一部を改正する

省令（農林水産省・経済産業省令第３号）

を公布（会社法の施行の日（平成18年５月

１日）から施行）

◇商品投資顧問業者の許可及び監督に関す

る省令の一部を改正する省令（農林水産

省・経済産業省令第４号）を公布（会社法

の施行の日（平成18年５月１日）から施行）

◇対内直接投資等に関する命令の一部を改

正する命令（内閣府・総務省・財務省・文

部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済

産業省・国土交通省・環境省令第２号）を

公布（会社法の施行の日（平成18年５月１

日）から施行）

◇農住組合法施行規則及び農住組合法に係
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る民間事業者等が行う書面の保存等におけ

る情報通信の技術の利用に関する法律施行

規則の一部を改正する省令（農林水産省・

国土交通省令第４号）を公布（会社法の施

行の日（平成18年５月１日）から施行）

５ 月

５月１日㈪◇主要食料品の小売価格の見通し等（消

費・安全局消費・安全政策課）

◇平成18年度農林水産航空事業の実施計画

について（消費・安全局植物防疫課）

◇コーデックス委員会食品添加物・汚染物

質部会での食品中のカドミウムの国際基準

値検討結果について（厚生労働省、消費・

安全局農産安全管理課）

◇平成18年度「民間における食育活動促進

支援事業」の公募について（消費・安全局

消費者情報官）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年４

月第４週（４月24日～４月28日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

◇一般市民と漁業者の協力により藻場が回

復（水産庁漁港漁場整備部整備課）

◇日・パプアニューギニア漁業協議の結果

について（水産庁資源管理部国際課海外漁

業協力室）

２日㈫◇三浦農林水産副大臣の海外出張について

（８～12日、イスラエル、ギリシャ）（大臣

官房国際部国際政策課）

◇平成17年度農林水産情報交流ネットワー

ク事業全国アンケート調査 水産基本計画

に関する意識・意向調査結果（大臣官房情

報課）

８日㈪◇動物用生物学的製剤基準の一部改正案に

ついての意見・情報の募集結果について（消

費・安全局畜水産安全管理課）

◇平成16年度農産物安全対策業務調査点検

結果の概要について（消費・安全局農産安

全管理課）

◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

令案等（オーストラリアのタスマニア産り

んごの生果実の輸入解禁）についての意

見・情報の募集について（消費・安全局植

物防疫課）

◇砂糖の価格調整に関する法律施行令の一

部を改正する等の政令案及び砂糖の価格調

整に関する法律施行規則の一部を改正する

省令案について（生産局特産振興課）

９日㈫◇食料・農業・農村政策審議会消費・安全

分科会家畜衛生部会第20回家きん疾病小委

員会及び第６回高病原性鳥インフルエンザ

感染経路究明チーム検討会の合同開催につ

いて（消費・安全局動物衛生課）

◇和歌山県が「和歌山県太平洋南区イサキ

資源回復計画」を作成（水産庁資源管理部

管理課資源管理推進室、和歌山県）

◇林政審議会の概要について（林野庁森

林・林業基本計画検討室、林政部林政課）

◇林政審議会委員の現地視察における意見

交換会の開催及び一般傍聴について（林野

庁森林・林業基本計画検討室）

10日㈬◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの

結果について（平成18年３月末まで）（消

費・安全局動物衛生課）

◇BSE患畜（25例目）に関する情報（消費・

安全局動物衛生課、畜水産安全管理課）

12日㈮◇平成18年度第１回MA一般輸入米入札

結果の概要（総合食料局食糧部食糧貿易課）

◇家畜の遺伝資源の保護に関する検討会

（第２回）の概要について（生産局畜産部

畜産振興課）

◇BSE患畜（25例目）に関する情報（消費・

安全局動物衛生課、畜水産安全管理課）

◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

令案等（インド産マンゴウの生果実の輸入

解禁）についての意見・情報の募集につい

て（消費・安全局植物防疫課）

◇農林水産省政策評価会の開催及び傍聴に

ついて（大臣官房企画評価課）

◇精米及び加工米飯の特別調査の実施結果

について（消費・安全局表示・規格課食品

表示・規格監視室）

◇平成18年度第１回水源林造成事業期中評

価委員会の議事概要について（林野庁森林

整備部整備課）

13日㈯◇牛海綿状脳症（BSE）確定診断の結果に

ついて（消費・安全局動物衛生課）

15日㈪◇高病原性鳥インフルエンザモニタリング

検査結果について（平成17年10月～平成18

年３月）（消費・安全局動物衛生課）

◇三浦農林水産副大臣の海外出張について
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（16～17日、韓国）（大臣官房国際部国際政

策課）

◇平成18年度（第２回）美の里づくりコン

クールの募集について（農村振興局企画部

農村政策課）

◇食料・農業・農村政策審議会消費・安全

分科会家畜衛生部会第20回家きん疾病小委

員会及び第６回高病原性鳥インフルエンザ

感染経路究明チーム検討会の概要について

（消費・安全局動物衛生課）

◇米の１人１か月当たり消費量（平成18年

３月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇平成18年２月・３月度の蚕糸業需給・価

格動向（生産局特産振興課）

◇平成18年度第１回食料・農業・農村政策

審議会生産分科会果樹部会の開催について

（生産局果樹花き課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年５

月第２週（５月８日～５月12日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

16日㈫◇植物防疫法施行規則等の一部改正案につ

いての意見・情報の募集について（消費・

安全局植物防疫課）

◇米国産牛肉輸入問題に関する日米専門家

会合の開催について（消費・安全局動物衛

生課）

◇小斉平農林水産大臣政務官の海外出張に

ついて（17～19日、インドネシア）（大臣官

房国際部国際協力課）

◇「消費者ニーズ対応花き生産・小売等連

携強化促進のための交流大会（花き生販連

携促進交流大会）」～第３回大会の参加者を

募集～（生産局果樹花き課花き対策室）

◇飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す

る省令（昭和51年農林省令第35号）の一部

改正案についての意見・情報の募集結果に

ついて（消費・安全局畜水産安全管理課）

17日㈬◇平成18年度第１回日本海漁況予報「平成

18年度日本海マアジ長期漁況予報」（水産庁

増殖推進部漁場資源課、独立行政法人水産

総合研究センター）

◇平成17年度農林水産航空事業の実施状況

について（消費・安全局植物防疫課）

◇平成18年度第１回食料自給率向上協議会

の開催及び傍聴について（大臣官房企画評

価課）

18日㈭◇第13回水産政策審議会企画部会の資料に

ついて（水産庁漁政部企画課）

◇「産学官連携による食料産業等活性化の

ための新技術開発事業」の平成18年度新規

採択課題の決定について（農林水産技術会

議事務局先端産業技術研究課産学連携研究

推進室）

◇平成18年度病害虫発生予報第２号（消

費・安全局植物防疫課）

◇日本・チリ経済連携協定（EPA）第２回

交渉について（大臣官房国際部国際調整課）

19日㈮◇牛海綿状脳症（BSE）確定診断の結果に

ついて（27例目）（消費・安全局動物衛生課）

◇デンマークからの家きん肉等の輸入一時

停止措置について（消費・安全局動物衛生

課国際衛生対策室）

◇日韓水産資源協議第２回実務会議の結果

について（水産庁資源管理部国際課）

◇小斉平農林水産大臣政務官の FAOアジ

ア太平洋地域総会出席等の結果概要につい

て（大臣官房国際部国際協力課）

◇GCC（湾岸協力理事会）諸国との FTA

（自由貿易協定）交渉事前会合の開催につ

いて（大臣官房国際部国際調整課）

22日㈪◇中川農林水産大臣の海外出張について

（～24日、フランス）

◇新たな需給調整システムへの移行の検証

に関する検討会（第３回）の開催及び傍聴

について（総合食料局食糧部計画課）

◇農林水産物等輸出促進全国協議会総会の

開催について（大臣官房国際部貿易関税課

輸出促進室）

◇第２期北西太平洋鯨類捕獲調査船団の出

港について（水産庁資源管理部遠洋課）

◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

依頼について（消費・安全局畜水産安全管

理課）

◇平成18年４月の国内産米穀の卸・小売価

格の概況について（総合食料局食糧部計画

課）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成18年４

月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇GCC（湾岸協力理事会）諸国との自由貿

易協定（FTA）交渉準備会合について（大

臣官房国際部国際調整課）
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◇農林物資規格調査会部会の開催について

（消費・安全局表示・規格課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年５

月第３週（５月15日～５月19日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

23日㈫◇第８回地域水産加工技術セミナーの開催

について（水産庁増殖推進部研究指導課、

独立行政法人水産総合研究センター）

◇平成17年度外国産麦類検査実績の産地

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成17

年４月～平成18年３月）（総合食料局食糧部

消費流通課）

◇平成17年度MA一般輸入米の種類別、産

地（型）銘柄別及び検査項目別平均値（総

合食料局食糧部消費流通課）

◇第23回コーデックス連絡協議会の開催及

び一般傍聴の募集について（厚生労働省、

消費・安全局消費・安全政策課）

◇平成17年度国産穀類のかび毒含有実態調

査の結果について（消費・安全局農産安全

管理課）

24日㈬◇英国からの家きん肉等の輸入一時停止措

置の一部解除等について（消費・安全局動

物衛生課国際衛生対策室）

25日㈭◇水産政策審議会企画部会第４回漁業経

営・資源管理小委員会の資料について（水

産庁漁政部企画課）

◇兵庫県が小型底びき網漁業の包括的資源

回復計画を作成（水産庁資源管理部管理課

資源管理推進室、兵庫県）

◇家畜の遺伝資源の保護に関する検討会

（第３回）の概要について（生産局畜産部

畜産振興課）

◇平成17年度チーズの需給表について（生

産局畜産部牛乳乳製品課）

26日㈮◇農薬危害防止運動の実施について（消

費・安全局農産安全管理課）

◇平成18年度第１回輸入米に係る SBSの

結果の概要（総合食料局食糧部食糧貿易課）

◇遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ

る生物の多様性の確保に関する法律第13条

第１項の規定に基づき農林水産大臣が行う

確認に先立ち意見を聴く学識経験者につい

て（消費・安全局農産安全管理課、農林水

産技術会議事務局技術安全課）

◇水産政策審議会企画部会第４回加工流通

消費小委員会の資料について（水産庁漁政

部加工流通課）

◇2006年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調査

（JARPN Ⅱ）沿岸域調査（三陸沖鯨類捕

獲調査）の終了について（水産庁資源管理

部遠洋課）

◇第８回（2006年）「日本水大賞」表彰式に

ついて（農村振興局企画部地域計画官）

◇「平成18年産うんしゅうみかん適正生産

出荷見通し」及び「平成18年産りんご適正

生産出荷見通し」について（生産局果樹花

き課）

◇BSE患畜（27例目）に関する情報（消費・

安全局動物衛生課）

◇平成18年度第１回食料自給率向上協議会

の資料について（大臣官房企画評価課）

29日㈪◇米国農務省の「日本向け EVプログラム

に関するAMS監査結果報告書」の日本語

訳（仮訳）の公表について（厚生労働省、

農林水産省消費・安全局動物衛生課）

◇気候変動枠組条約第24回科学上及び技術

上 の 助 言 に 関 す る 補 助 機 関 会 合

（SBSTA24）の結果について（林野庁森林

整備部研究・保全課）

◇BSE患畜（26例目）に関する情報

（BSE26例目の疫学調査第１報）（消費・安

全局動物衛生課、畜水産安全管理課）

◇平成18年度における戦略的国際農業研究

基盤調査事業の調査課題の公募について

（農林水産技術会議事務局国際研究課）

◇農林水産省政策評価会の開催及び傍聴に

ついて（大臣官房企画評価課）

◇ご存じですか ６月は「食育月間」です

（消費・安全局消費者情報官）

◇インド洋まぐろ類委員会（IOTC）第３回

特別会合及び第10回年次会合の結果につい

て（水産庁資源管理部国際課）

◇第５回森の“聞き書き甲子園”の実施に

ついて（文部科学省、林野庁森林整備部研

究・保全課）

◇切り花のバケット等による湿式低温流通

実績について（生産局果樹花き課花き対策

室）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年５

月第４週（５月22日～５月26日）（消費・安
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全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（農林水産技術会議事務局技術安全課、

生産局畜産部畜産振興課生産技術室）

30日㈫◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局畜水産安

全管理課）

◇第３回新たな需給調整システムへの移行

の検証に関する検討会 資料一覧（総合食

料局食糧部計画課）

◇BSE患畜（25例目）に関する情報（消費・

安全局動物衛生課、畜水産安全管理課）

◇「まぐろの需給情報」（水産庁漁政部加工

流通課）

◇第１回「今後の蚕糸業のあり方に関する

検討会」の概要について（生産局特産振興

課）

◇「生物多様性影響評価検討会総合検討会」

の開催及び傍聴について（農林水産技術会

議事務局技術安全課）

◇日本食海外普及功労者（農林水産大臣賞

受賞者）決定 （大臣官房国際部貿易関税

課輸出促進室）

31日㈬◇水産物の市況について（平成18年５月及

び６月）（水産庁漁政部加工流通課）

◇ブルキナファソ及びジブチからの家きん

肉等の輸入一時停止措置について（消費・

安全局動物衛生課国際衛生対策室）

◇バイオマスタウン構想の公表（第13回）

について（大臣官房環境政策課資源循環室）

◇平成18年度第１回食料・農業・農村政策

審議会生産分科会果樹部会の概要について

（生産局果樹花き課）

法令>

５月１日㈪◇独立行政法人農畜産業振興機構法施行規

則の一部を改正する省令（農林水産省令第

44号）を公布（同日施行）

◇農業法人に対する投資の円滑化に関する

特別措置法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第45号）を公布（同日施行）

◇森林組合法施行規則の全部を改正する省

令（農林水産省令第46号）を公布（同日施

行）

◇厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員

共済組合制度の統合を図るための農林漁業

団体職員共済組合法等を廃止する等の法律

の施行に伴う存続組合が支給する特例年金

給付等に関する省令の一部を改正する省令

（農林水産省令第47号）を公布（同日施行）

◇経済上の連携に関する日本国政府とマレ

ーシア政府との間の協定に基づく関税割当

制度に関する政令（政令第195号）を公布（関

税定率法等の一部を改正する法律（平成18

年法律第17号）附則第１条第７号に規定す

る日から施行）

◇経済上の連携に関する日本国政府とマレ

ーシア政府との間の協定に基づく農林水産

省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に

関する省令（農林水産省令第48号）を公布

（関税定率法等の一部を改正する法律（平

成18年法律第17号）附則第１条第７号に規

定する日から施行）

22日㈪◇飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す

る省令の一部を改正する省令（農林水産省

令第49号）を公布（平成18年５月29日施行）

24日㈬◇農林水産省関係構造改革特別区域法施行

規則の一部を改正する省令（農林水産省令

第50号）を公布（同日施行）

◇民間事業者の能力の活用による特定施設

の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入

の促進及び対内投資事業の円滑化に関する

臨時措置法を廃止する法律の施行に伴う関

係政令の整備等に関する政令（政令第201

号）を公布（民間事業者の能力の活用によ

る特定施設の整備の促進に関する臨時措置

法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑

化に関する臨時措置法を廃止する法律（以

下「廃止法」という。）の施行の日（平成18

年５月29日）から施行）

26日㈪◇輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に

関する臨時措置法第２条第４項の対内投資

事業者に関する命令を廃止する命令（内閣

府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農

林水産省・経済産業省・国土交通省令第２

号）を公布（民間事業者の能力の活用によ

る特定施設の整備の促進に関する臨時措置

法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑

化に関する臨時措置法を廃止する法律の施

行の日（平成18年５月29日）から施行）

◇輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に
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関する臨時措置法第２条第６項の特定対内

投資事業者に関する省令及び輸入の促進及

び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置

法施行令第４条の事業を定める省令を廃止

する省令（厚生労働省・農林水産省・経済

産業省・国土交通省令第４号）を公布（民

間事業者の能力の活用による特定施設の整

備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促

進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時

措置法を廃止する法律の施行の日（平成18

年５月29日）から施行）

29日㈪◇育成者権を侵害する物品に該当するか否

かの認定手続に係る農林水産大臣の意見聴

取に関する省令の一部を改正する省令（農

林水産省令第51号）を公布（平成18年６月

１日施行）

◇農林水産技術会議事務局組織規則の一部

を改正する省令（農林水産省令第52号）を

公布（民間事業者の能力の活用による特定

施設の整備の促進に関する臨時措置法及び

輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関

する臨時措置法を廃止する法律（平成18年

法律第31号）の施行の日（平成18年５月29

日）から施行）

30日㈫◇種苗法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第53号）を公布（同日施行）

◇品種登録規則の一部を改正する省令（農

林水産省令第54号）を公布（平成18年８月

１日から施行）

31日㈬◇都市の秩序ある整備を図るための都市計

画法等の一部を改正する法律（法律第46号）

を公布（公布の日から起算して１年６月を

超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行）

６ 月

６月１日㈭◇森林・林業の再生に向けた重点課題につ

いて（林野庁林政部企画課）

◇平成17年特用林産物の生産量（速報）（林

野庁林政部経営課特用林産対策室）

◇平成16年の特用林産物の生産動向の訂正

について（林野庁林政部経営課特用林産対

策室）

◇「農林水産省の所管する研究機関等にお

ける動物実験等の実施に関する基本指針」

の策定について（農林水産技術会議事務局

技術政策課）

◇主要食料品の小売価格の見通し等（消

費・安全局消費・安全政策課）

◇植物防疫法に基づく港及び飛行場の指定

に係る植物防疫法施行規則の一部を改正す

る省令案についての意見・情報の募集結果

について（消費・安全局植物防疫課）

２日㈮◇平成18年度「民間における食育活動促進

支援事業」の採択について（消費・安全局

消費者情報官）

◇農林水産省本省「消費者の部屋」の平成

18年後期特別展示スケジュールについて

（消費・安全局消費者情報官）

◇BSE患畜（26例目）に関する情報

（BSE26例目の疫学調査第２報）（消費・安

全局動物衛生課、畜水産安全管理課）

◇先端技術を活用した農林水産研究高度化

事業の研究課題の公募について（緊急課題

即応型調査研究平成18年度第１回）（農林水

産技術会議事務局先端産業技術研究課産学

連携研究推進室）

５日㈪◇平成17年度国産原料用りんご果汁のパツ

リン含有実態調査の結果について（消費・

安全局農産安全管理課）

◇ BSE患畜（27例目）に関する情 報

（BSE27例目の疫学調査第２報）（消費・安

全局動物衛生課、畜水産安全管理課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年５

月第５週（５月29日～６月２日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

６日㈫◇冷凍水産物需給情報（平成18年６月）（水

産庁漁政部加工流通課）

◇平成18年度第１回緑資源幹線林道事業期

中評価委員会の議事概要について（林野庁

森林整備部整備課）

◇インドネシア・ジャワ島中部地震に関す

る調査団の派遣について（大臣官房国際部

国際協力課）

◇第２回「今後の蚕糸業のあり方に関する

検討会」の資料について（生産局特産振興

課）

◇平成18年度「田園自然再生活動コンクー

ル」への応募について（農村振興局企画部

資源課農村環境保全室）

◇「食品衛生法施行規則（昭和23年厚生省
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令第23号）、遺伝子組換えに関する表示に係

る加工食品品質表示基準第７条第１項及び

生鮮食品品質表示基準第７条第１項の規定

に基づく農林水産大臣の定める基準（平成

12年農林水産省告示第517号）の一部改正

案」に対する意見・情報の募集の結果につ

いて（厚生労働省、消費・安全局表示・規

格課）

◇平成17年度食料・農業・農村白書の公表

について（大臣官房情報課情報分析室）

７日㈬◇平成18年度第１回農林水産省政策評価会

水産庁専門部会の開催について（水産庁漁

政部漁政課）

◇林政審議会の概要について（林野庁森

林・林業基本計画検討室、林政部林政課）

８日㈭◇高病原性鳥インフルエンザモニタリング

検査結果について（平成17年10月～平成18

年４月）（消費・安全局動物衛生課）

◇平成18年度病害虫発生予報第３号（消

費・安全局植物防疫課）

◇ BSE患畜（27例目）に関する情 報

（BSE27例目の疫学調査第３報）（消費・安

全局動物衛生課、畜水産安全管理課）

◇台湾まぐろ漁業問題の改善について（水

産庁資源管理部遠洋課）

９日㈮◇特定中山間保全整備事業「邑智西部区域」

効率的整備手法検討第三者委員会（第１回）

の開催について（農村振興局総務課、林野

庁森林整備部整備課）

◇農林水産省木材利用拡大行動計画の平成

17年度の実施状況について（林野庁林政部

木材課）

◇第40回国際熱帯木材機関（ITTO）理事会

等の概要について（林野庁林政部木材課木

材貿易対策室）

12日㈪◇食料供給コスト縮減検証委員会（第１回）

資料一覧（総合食料局食糧部食料企画課）

◇金子農林水産大臣政務官の海外出張につ

いて（13～22日、英国、セントクリストフ

ァー・ネイヴィス）（水産庁資源管理部遠洋

課、大臣官房国際部国際政策課）

◇生鮮野菜小売価格の調査結果 平成18年

６月第１週（６月５日～６月９日）（消費・

安全局消費・安全政策課）

◇第14回 優良フードサービス事業者等表

彰事業における受賞者の決定及び表彰式の

開催について（総合食料局食品産業振興課

外食産業室）

◇平成18年度農地・水・環境保全向上対策

モデル地区サミット等開催状況及び今後の

予定について（農村振興局整備部設計課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年６

月第１週（６月５日～６月９日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

13日㈫◇平成18年度第２回水源林造成事業期中評

価委員会の議事概要について（林野庁森林

整備部整備課）

◇平成18年度林野庁主催国際会議「世界の

持続可能な森林経営の推進に向けて～『基

準・指標』の適用とその可能性」開催につ

いて（林野庁森林整備部計画課海外林業協

力室）

◇平成18年度緑資源機構事業事後評価第三

者委員会（第１回）議事概要について（農

村振興局総務課、生産局畜産部畜産振興課、

独立行政法人緑資源機構）

◇ハンガリーからの家きん肉等の輸入一時

停止措置について（消費・安全局動物衛生

課国際衛生対策室）

◇米の１人１か月当たり消費量（平成18年

４月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇第３回豆腐・納豆の原料大豆原産地表示

に関する検討会の開催について（総合食料

局食品産業振興課）

◇日本・マレーシア経済連携協定の効力の

発生に関する外交上の公文の交換について

（大臣官房国際部国際調整課）

14日㈬◇第１回農林水産省政策評価会林野庁専門

部会の概要（林野庁林政部企画課）

◇農政改革三法の成立に関する農林水産大

臣談話について

◇平成18年度第１回大型クラゲ対策全国協

議会の開催について（水産庁増殖推進部研

究指導課）

15日㈭◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの

結果について（平成18年４月末まで）（消

費・安全局動物衛生課）

◇第23回コーデックス連絡協議会の概要

（厚生労働省、消費・安全局消費・安全政

策課）

◇水産政策審議会企画部会第５回漁業経
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営・資源管理小委員会の資料について（水

産庁漁政部企画課）

◇「国内産麦の品質評価基準の見直しに関

する検討会（第２回）」の開催及び傍聴につ

いて（総合食料局食糧部食糧貿易課）

16日㈮◇平成17年度農林水産省所管公益法人に対

する立入検査の実施状況について（大臣官

房文書課）

◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

依頼について（消費・安全局消費・安全政

策課）

◇水産政策審議会企画部会第５回加工流通

消費小委員会の資料について（水産庁漁政

部加工流通課）

◇インドネシア・ジャワ島中部地震に関す

る調査報告について（大臣官房国際部国際

協力課）

◇第５回農林水産省政策評価会の開催及び

傍聴について（大臣官房企画評価課）

◇中山間地域等総合対策検討会（第22回）

の開催について（農村振興局整備部地域整

備課）

◇第３回消費者ニーズ対応花き生産・小売

等連携強化促進のための交流大会の結果概

要について（生産局果樹花き課花き対策室）

18日㈰◇カナダからの家きん肉等の輸入一時停止

措置について（消費・安全局動物衛生課国

際衛生対策室）

19日㈪◇第７回国連海洋法条約非公式協議プロセ

スの結果について（水産庁資源管理部国際

課）

◇新たな需要調整システムへの移行の検証

に関する検討会（第４回）の開催及び傍聴

について（総合食料局食糧部計画課）

◇フランスからの家きん、家きん肉等の輸

入一時停止措置の一部解除について（消

費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）

◇動物用医薬品の使用の規制に関する省令

の一部改正案についての意見・情報の募集

（消費・安全局畜水産安全管理課）

◇「加工食品の原料原産地表示のさらなる

推進について 報告書」に対する意見・情

報及び原料原産地表示の対象として追加す

べき品目の要望の募集に対する結果につい

て（消費・安全局表示・規格課）

◇平成17年度加工食品中のアクリルアミド

含有実態調査の結果について（消費・安全

局消費・安全政策課）

◇第58回国際捕鯨委員会（IWC）年次会合

について（農林水産大臣コメント）（水産庁

資源管理部遠洋課）

◇調味料中のクロロプロパノール類含有実

態調査の結果について（消費・安全局消費・

安全政策課）

◇生鮮野菜小売価格の調査結果 平成18年

６月第２週（６月12日～６月16日）（消費・

安全局消費・安全政策課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年６

月第２週（６月12日～６月16日）（生産局畜

産部食肉鶏卵課）

20日㈫◇「企業の森林整備活動に関する検討会」

報告について（第４回検討会概要及び報告

書）（林野庁森林整備部研究・保全課、国有

林野部業務課）

◇平成17砂糖年度７月－９月期における砂

糖及び異性化糖の需給見通し（生産局特産

振興課）

◇平成18年度カツオ長期来遊資源動向予測

（６月～11月）（水産庁増殖推進部漁場資源

課、独立行政法人水産総合研究センター）

◇平成18年度外国産麦類検査実績の産地

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成18

年４月）（総合食料局食糧部消費流通課）

◇農林水産省 BSE対策本部の開催につい

て（消費・安全局動物衛生課）

◇米国産牛肉輸入問題に関する日米局長級

テレビ会合の開催について（消費・安全局

動物衛生課）

◇農業農村整備事業工事の品質確保技術者

制度について（農村振興局整備部設計課施

工企画調整室）

21日㈬◇日米局長級テレビ会合の結果概要につい

て（消費・安全局動物衛生課）

◇平成18年度機構営事業再評価第三者委員

会（第１回）議事概要（水資源機構 印旛

沼開発施設緊急改築事業）について（農村

振興局総務課）

◇平成18年度緑資源機構事業事後評価第三

者委員会（第１回）議事録について（農村

振興局総務課、生産局畜産部畜産振興課、

独立行政法人緑資源機構）

◇第58回国際捕鯨委員会（IWC）年次会合
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総会の結果について（水産庁資源管理部遠

洋課）

◇平成17年度政策の政策評価（実績評価及

び政策手段別評価）の結果案に対する意

見・情報の募集について（大臣官房企画評

価課）

◇家畜クローン研究の現状について（農林

水産技術会議事務局技術安全課、生産局畜

産部畜産振興課生産技術室）

◇「農山漁村男女共同参画活動いきいきフ

ォトコンクール」の実施について（経営局

普及・女性課女性・高齢者対策推進室）

◇平成17年度 農村女性による起業活動実

態調査の概要（経営局普及・女性課女性・

高齢者対策推進室）

◇食料・農業・農村政策審議会第15回総合

食料分科会資料一覧（総合食料局流通課、

食品産業企画課）

22日㈭◇第１回「漁船保険検討ワーキンググルー

プ」の概要について（水産庁漁政部漁業保

険管理官）

◇日・ブルネイ経済連携協定交渉第１回会

合の開催について（大臣官房国際部国際調

整課）

◇平成18年５月の国内産米穀の卸・小売価

格の概況について（総合食料局食糧部計画

課）

◇国内産麦の品質評価基準の見直しに関す

る検討会（第２回）の資料について（総合

食料局食糧部食糧貿易課）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成18年５

月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇「企業の森林整備・保全活動の促進につ

いて（素案）」に対する意見の募集結果及び

処理について（林野庁森林整備部研究・保

全課、国有林野部業務課）

23日㈮◇米国における日本向け認定施設に対する

現地調査の実施について（厚生労働省、消

費・安全局動物衛生課）

◇日中農業科学技術交流グループ第25回会

議について（大臣官房国際部国際協力課）

◇日・ペルー漁業協議の結果について（水

産庁資源管理部国際課海外漁業協力室、資

源管理部遠洋課）

◇中川農林水産大臣の海外出張について

（26～７月４日、フランス、スイス）（大臣

官房国際部国際政策課）

◇インド産マンゴウの生果実の輸入解禁に

ついて（消費・安全局植物防疫課）

26日㈪◇特定中山間保全整備事業「邑智西部区域」

効率的整備手法検討第三者委員会（第１回）

議事概要について（農村振興局総務課、林

野庁森林整備部整備課）

◇第４回「今後の蚕糸業のあり方に関する

検討会」の資料について（生産局特産振興

課）

◇日・アセアン包括的経済連携協定交渉の

開催について（大臣官房国際部国際調整課）

◇平成17年度中山間地域等直接支払制度の

実施状況について（農村振興局整備部地域

整備課）

◇生鮮野菜小売価格の調査結果 平成18年

６月第３週（６月19日～６月23日）（消費・

安全局消費・安全政策課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年６

月第３週（６月19日～６月23日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

◇第４回新たな需給調整システムへの移行

の検証に関する検討会 資料一覧（総合食

料局食糧部計画課）

27日㈫◇豆腐・納豆の原料大豆原産地表示に関す

るガイドラインについて（総合食料局食品

産業振興課）

◇特定中山間保全整備事業「邑智西部区域」

効率的整備手法検討第三者委員会（第２回）

の開催について（農村振興局総務課、林野

庁森林整備部整備課）

◇平成18年産国内産米穀の政府買入契約に

係る資格審査について（総合食料局食糧部

消費流通課）

◇林政審議会の概要について（林野庁森

林・林業基本計画検討室、森林整備部計画

課、林政部林政課）

28日㈬◇九州地方等の大雨に係る三浦農林水産副

大臣の現地調査について（経営局経営政策

課災害総合対策室）

◇カナダからの家きん肉等の輸入一時停止

措置の一部解除について（消費・安全局動

物衛生課国際衛生対策室）

◇平成18年度輸入農産物の残留農薬実態調

査の結果について（消費・安全局消費・安
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全政策課）

◇平成17年度における国内産米麦及び外国

産米麦の残留農薬等の調査及び検査結果に

ついて（消費・安全局農産安全管理課、総

合食料局食糧部食糧貿易課、食糧部消費流

通課）

◇水産政策審議会企画部会第６回加工流通

消費小委員会の資料について（水産庁漁政

部加工流通課）

◇豆腐・納豆の原料大豆原産地表示に関す

るガイドライン骨子（案）についての意見・

情報の募集結果について（総合食料局食品

産業振興課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（平成18年４月１日～平成18年４月30

日異動情報提供分）（農林水産技術会議事務

局技術安全課、生産局畜産部畜産振興課生

産技術室）

29日㈭◇食品機能性評価支援センターの設置及び

開所式・記念講演会の開催について（総合

食料局食品産業企画課）

◇第１回国産輸送用バイオ燃料推進本部の

開催について（大臣官房環境政策課資源循

環室）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局畜水産安

全管理課）

◇水産政策審議会企画部会第６回漁業経

営・資源管理小委員会の資料について（水

産庁漁政部企画課）

◇食料・農業・農村政策審議会消費・安全

分科会家畜衛生部会第４回プリオン病小委

員会の開催について（消費・安全局衛生管

理課）

◇食料・農業・農村政策審議会総合食料分

科会食糧部会 資料一覧（総合食料局食糧

部計画課、食糧部食糧貿易課）

30日㈮◇水産物の市況について（平成18年６月及

び７月）（水産庁漁政部加工流通課）

◇「主要木材の短期需給見通し（平成18年

第３四半期及び平成18年第４四半期）」につ

いて（林野庁林政部木材課）

◇「東アジア食品産業活性化戦略（東アジ

ア食品産業共同体構想）会議（第１回）」の

開催及び傍聴について（総合食料局食品産

業企画課）

◇宮腰農林水産副大臣の海外出張について

（７月２～５日、米国）（消費・安全局動物

衛生課）

◇平成18年度食品の安全性に関する有害化

学物質のサーベイランス・モニタリング年

次計画の作成について（消費・安全局消費・

安全政策課）

◇地域再生計画の第4回認定について（農村

振興局企画部農村政策課、林野庁森林整備

部整備課、水産庁漁港漁場整備部計画課）

法令>

６月１日㈭◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第55号）を公布（平成18

年６月８日施行）

２日㈮◇農林漁業団体職員共済組合の財務及び会

計に関する省令の一部を改正する省令（農

林水産省令第56号）を公布（同日施行）

◇簡素で効率的な政府を実現するための行

政改革の推進に関する法律（法律第47号）

を公布（同日施行）

◇簡素で効率的な政府を実現するための行

政改革の推進に関する法律第53条第１項の

法人並びに同法第54条第１項の特殊法人及

び認可法人を定める政令（政令第207号）を

公布（同日施行）

６日㈫◇遺伝子組換え生物等の第二種使用等のう

ち産業上の使用等に当たって執るべき拡散

防止措置等を定める省令の一部を改正する

省令（財務省・厚生労働省・農林水産省・

経済産業省・環境省令第２号）を公布（同

日施行）

７日㈬◇家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正

する省令（農林水産省令第57号）を公布（平

成18年６月８日施行）

◇地方自治法の一部を改正する法律（法律

第53号）を公布（平成19年４月１日施行）

◇中心市街地における市街地の整備改善及

び商業等の活性化の一体的推進に関する法

律の一部を改正する等の法律（法律第54号）

を公布（公布の日から起算して３月を超え

ない範囲内において政令で定める日から施

行）

14日㈬◇公職選挙法の一部を改正する法律（法律

第62号）を公布（公布の日から起算して１

年を超えない範囲内において政令で定める
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日から施行）

◇証券取引法等の一部を改正する法律の施

行に伴う関係法律の整備等に関する法律

（法律第66号）を公布（平成18年証券取引

法改正法の施行の日から施行。ただし、次

の各号に掲げる規定は、当該各号に定める

日から施行）

◇薬事法の一部を改正する法律（法律第69

号）を公布（公布の日から起算して三年を

超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行）

◇国家公務員の留学費用の償還に関する法

律（法律第70号）を公布（公布の日から起

算して３月を超えない範囲内において政令

で定める日から施行する。ただし、次条及

び附則第３条の規定は、公布の日から施行）

◇国家公務員の留学費用の償還に関する法

律の施行期日を定める政令（政令第215号）

を公布（平成18年６月19日施行）

15日㈭◇中小企業等協同組合法等の一部を改正す

る法律（法律第75号）を公布（平成19年４

月１日施行）

◇容器包装に係る分別収集及び再商品化の

促進等に関する法律の一部を改正する法律

（法律第76号）を公布（平成19年４月１日

施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行）

21日㈬◇農業の担い手に対する経営安定のための

交付金の交付に関する法律（法律第88号）

を公布（平成19年４月１日から施行。ただ

し、次条並びに附則第３条及び第７条の規

定は、公布の日から施行、第４条第１項の

規定は、平成19年度以後の対象農産物に係

る収入について適用）

◇砂糖の価格調整に関する法律及び独立行

政法人農畜産業振興機構法の一部を改正す

る等の法律（法律第89号）を公布（平成19

年４月１日から施行。ただし、附則第４条、

第７条及び第９条の規定は、公布の日から

施行）

◇主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律の一部を改正する法律（法律第90号）

を公布（平成19年４月１日から施行。ただ

し、次条及び附則第７条の規定は、公布の

日から施行）

◇農業の担い手に対する経営安定のための

交付金の交付に関する法律施行令（政令第

221号）を公布（法の施行の日（平成19年４

月１日）から施行）

23日㈮◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第58号）を公布（同日施

行）

27日㈫◇農業の担い手に対する経営安定のための

交付金の交付に関する法律施行規則（農林

水産省令第59号）を公布（法の施行の日（平

成19年４月１日）から施行。ただし、附則

第４条の規定は、公布の日から施行）

28日㈬◇主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律施行令の一部を改正する政令（政令第

223号）を公布（一部の規定を除き、主要食

糧の需給及び価格の安定に関する法律の一

部を改正する法律の施行の日（平成19年４

月１日）から施行）

◇主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律施行規則の一部を改正する省令（農林

水産省令第60号）を公布（主要食糧の需給

及び価格の安定に関する法律の一部を改正

する法律の施行の日（平成19年４月１日）

から施行）

30日㈮◇独立行政法人農業者年金基金法施行規則

の一部を改正する省令（農林水産省令第61

号）を公布（平成18年７月１日施行）

◇農林水産省関係研究交流促進法施行規則

の一部を改正する省令（農林水産省令第62

号）を公布（平成18年７月１日施行）

７ 月

７月３日㈪◇日・キリバス漁業協議の結果について（水

産庁資源管理部国際課海外漁業協力室）

◇ IATTC（全米熱帯まぐろ類委員会）第74

回年次会合の結果について（水産庁資源管

理部国際課）

◇高病原性鳥インフルエンザモニタリング

検査結果について（平成17年10月～平成18

年５月）（消費・安全局動物衛生課）

◇山地災害危険地区の再点検の実施につい

て（林野庁森林整備部治山課山地災害対策

室）

◇日中民間緑化協力委員会・第７回会合の

結果概要（林野庁森林整備部計画課海外林

業協力室）
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◇主要食料品の小売価格の見通し等（消

費・安全局消費・安全政策課）

◇平成17年度全国草地畜産コンクール表

彰・発表会の概要について（生産局畜産部

畜産振興課）

◇平成18年度緑資源機構事業事後評価 第

三者委員会（第２回）議事概要について（農

村振興局総務課、生産局畜産部畜産振興課、

独立行政法人緑資源機構）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年６

月第４週（６月26日～６月30日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

◇生鮮野菜小売価格の調査結果 平成18年

６月第４週（６月26日～６月30日）（消費・

安全局消費・安全政策課）

５日㈬◇日・チリ経済連携協定（EPA）第３回交

渉について（大臣官房国際部国際調整課）

◇大豆加工品の「国産大豆使用」表示等に

関する特別調査の実施結果について（消

費・安全局表示・規格課食品表示・規格監

視室）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（平成18年５月１日～平成18年５月31

日異動情報提供分）（農林水産技術会議事務

局技術安全課、生産局畜産部畜産振興課生

産技術室）

◇オーストラリアのタスマニア産りんごの

生果実の輸入解禁について（消費・安全局

植物防疫課）

６日㈭◇第14回水産政策審議会企画部会の資料に

ついて（水産庁漁政部企画課）

７日㈮◇平成17年度中央食品表示ウォッチャー食

品表示状況モニタリング報告について（消

費・安全局表示・規格課）

◇第２回「漁業共済検討ワーキンググルー

プ」の概要について（水産庁漁政部漁業保

険管理官）

◇平成18年度先端技術を活用した農林水産

研究高度化事業（緊急課題即応型調査研究）

の新規採択課題の決定について（農林水産

技術会議事務局先端産業技術研究課産学連

携研究推進室）

◇中川農林水産大臣の海外出張について

（10～12日、モンゴル）（大臣官房国際部国

際政策課）

◇平成18年度病害虫発生予報第４号（消

費・安全局植物防疫課）

◇平成18年度「ユビキタス食の安全・安心

システム開発事業」の採択について（消費・

安全局消費・安全政策課）

◇生鮮食品の品質表示実施状況調査等の結

果について（平成17年度）（消費・安全局表

示・規格課食品表示・規格監視室）

◇東アジア食品産業活性化戦略（東アジア

食品産業共同体構想）会議（第１回）資料

一覧（総合食料局食品産業企画課）

10日㈪◇でん粉に関する協議会の資料について

（生産局特産振興課）

◇第５回ヨーネ病防疫技術検討会の開催に

ついて（消費・安全局動物衛生課）

◇ウエストナイルウイルス感染症防疫技術

検討会の開催について（消費・安全局動物

衛生課）

◇平成18年度第２回日本海海況予報（水産

庁増殖推進部漁場資源課、独立行政法人水

産総合研究センター）

◇コーデックス委員会総会における食品中

のカドミウムの国際基準値の検討結果につ

いて（厚生労働省、消費・安全局農産安全

管理課）

◇都市と農山漁村の新たな共生・対流シス

テムの構築に向けた調査について～都市と

田舎の連携・協働に焦点を当てた新たな試

みを実施します～（農村振興局企画部農村

政策課都市農業・地域交流室）

◇平成18年度上期のとうもろこしの関税割

当公表（第２次）について（大臣官房国際

部貿易関税課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年７

月第１週（７月３日～７月７日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

◇生鮮野菜小売価格の調査結果 平成18年

７月第１週（７月３日～７月７日）（消費・

安全局消費・安全政策課）

◇平成18年度における戦略的国際農業研究

基盤調査事業の応募課題の審査結果につい

て（農林水産技術会議事務局国際研究課）

11日㈫◇林政審議会の概要について（林野庁森

林・林業基本計画検討室、森林整備部計画

課、林政部林政課）
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◇第18回日中農産物貿易協議会（畳表）の

結果について（生産局特産振興課、大臣官

房国際部貿易関税課）

12日㈬◇SNCインベストメント株式会社の産業

活力再生特別措置法に基づく経営資源再活

用計画の認定について（総合食料局食品産

業振興課）

◇第５回「今後の蚕糸業のあり方に関する

検討会」の資料について（生産局特産振興

課）

◇飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す

る省令の一部を改正する省令案についての

意見・情報の募集について（消費・安全局

畜水産安全管理課）

13日㈭◇食料供給コスト縮減検証委員会（第２回）

資料一覧（総合食料局食料企画課）

◇平成18年度養鶏問題懇談会の開催につい

て（生産局畜産部食肉鶏卵課）

◇米の１人１か月当たり消費量（平成18年

５月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇平成18年４月・５月度の蚕糸業需給・価

格動向（生産局特産振興課）

14日㈮◇米国産七面鳥肉等の輸入コンテナに牛肉

加工品が混載されていた事例について（消

費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）

◇「土地改良制度研究会中間とりまとめ」

についての意見・情報の募集結果について

（農村振興局企画部土地改良企画課土地改

良制度検討作業室）

◇総合評価「森林整備目標の進捗状況の検

証」の結果について（林野庁林政部企画課）

◇平成18年度第２回緑資源幹線林道事業期

中評価委員会の議事概要について（林野庁

森林整備部整備課）

◇食料・農業・農村政策審議会農村振興分

科会農業農村整備部会平成18年度第１回企

画小委員会の開催について（農村振興局企

画部事業計画課）

◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

依頼について（消費・安全局畜水産安全管

理課）

◇農林水産省政策評価結果（平成17年度政

策の評価結果）について（大臣官房企画評

価課）

◇特定中山間保全整備事業「邑智西部区域」

効率的整備手法検討第三者委員会（第２回）

議事概要について（農村振興局総務課、林

野庁森林整備部整備課）

◇「土地改良制度研究会とりまとめ」の公

表について（農村振興局企画部土地改良企

画課土地改良制度検討作業室）

◇第14回食料・農業・農村政策審議会 第

33回食料・農業・農村政策審議会企画部会

合同会議の開催及び傍聴について（大臣官

房企画評価課）

◇動物用医薬品関係事務の取扱いについて

の一部改正案についての意見・情報の募集

について（消費・安全局畜水産安全管理課）

17日㈪◇中川農林水産大臣の海外出張について

（～19日、スイス・ジュネーブ）（大臣官房

国際部国際政策課）

18日㈫◇茨城県が「霞ヶ浦北浦海区ワカサギ資源

回復計画」を作成（水産庁資源管理部管理

課資源管理推進室、茨城県）

◇水産政策審議会第26回資源管理分科会の

開催について（水産庁漁政部漁政課）

◇水産政策審議会第25回施策部会の開催に

ついて（水産庁漁政部漁政課）

◇第９回水産政策審議会の開催について

（水産庁漁政部漁政課）

◇水産政策審議会第９回漁港漁場整備分科

会の開催について（水産庁漁港漁場整備部

計画課）

◇遺伝子組換え農作物の長期栽培による環

境への影響について（農林水産技術会議事

務局技術安全課）

◇輸入港周辺におけるセイヨウナタネ個体

群の調査について（農林水産技術会議事務

局技術安全課）

◇平成17年度環境物品等の調達実績の取り

まとめについて（大臣官房環境政策課、経

理課）

◇食品残さ利用飼料の安全性確保のための

ガイドライン案についての意見・情報の募

集について（消費・安全局畜水産安全管理

課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年７

月第２週（７月10日～７月14日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

◇生鮮野菜小売価格の調査結果 平成18年

７月第２週（７月10日～７月14日）（消費・
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安全局消費・安全政策課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（平成18年６月１日～平成18年６月30

日異動情報提供分）（農林水産技術会議事務

局技術安全課、生産局畜産部畜産振興課生

産技術室）

19日㈬◇フランスからの家きん、家きん肉等の輸

入一時停止措置の解除について（消費・安

全局動物衛生課国際衛生対策室）

20日㈭◇「食料・農業・農村政策審議会総合食料

分科会食品リサイクル小委員会（第７回）」

の開催と一般傍聴者の募集について（総合

食料局食品産業企画課食品環境対策室）

◇平成18年度養豚問題懇談会の概要につい

て（生産局畜産部畜産振興課）

◇指定漁業の許可及び取締り等に関する省

令等の一部を改正する省令案についてのパ

ブリックコメントの実施について（水産庁

資源管理部遠洋課）

◇「生物多様性影響評価検討会総合検討会」

の開催及び傍聴について（農林水産技術会

議事務局技術安全課）

◇「ぼくらの大地・森・海の恵み（ジュニ

ア農林水産白書）」の作成・配布について（大

臣官房情報課情報分析室）

21日㈮◇平成18年梅雨前線の大雨等による農林水

産業被害と対応（７月21日15時00分現在）

（経営局経営政策課災害総合対策室）

◇「国内産麦の品質評価基準の見直しに関

する検討会（第３回）」の開催及び傍聴につ

いて（総合食料局食糧部食糧貿易課）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成18年６

月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇「経営所得安定対策等実施要綱」につい

て（大臣官房企画評価課）

◇平成17年産米農産物検査の DNA分析に

よる品種判別調査結果について（総合食料

局食糧部消費流通課）

◇「第１回農林水産省知的財産戦略本部専

門家会議」の開催について（大臣官房企画

評価課）

◇中川農林水産大臣の海外出張について

（22～31日、スイス、フランス）（大臣官房

国際部国際政策課）

◇平成18年６月の国内産米穀の卸・小売価

格の概況について（総合食料局食糧部計画

課）

◇「食事バランスガイド実践週間」実施結

果について（消費・安全局消費者情報官）

◇企業等の農業参入及び農業生産法人によ

る広域的な事業展開の意向のある法人の募

集について（経営局構造改善課）

24日㈪◇平成18年梅雨前線の大雨等による被害農

林業者等に対する資金の円滑な融通及び既

貸付金の償還猶予等について（依頼）（経営

局経営政策課、水産庁漁政部水産経営課）

◇中国産いねわら加工品の植物検疫条件違

反について（消費・安全局植物防疫課）

◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの

結果について（平成18年５月末まで）（消

費・安全局動物衛生課）

◇新たな需給調整システムへの移行の検証

に関する検討会（第５回）の開催及び傍聴

について（総合食料局食糧部計画課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年７

月第３週（７月18日～７月21日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

◇生鮮野菜小売価格の調査結果 平成18年

７月第３週（７月18日～７月21日）（消費・

安全局消費・安全政策課）

25日㈫◇山口県が「山口県日本海海域あまだい類

資源回復計画」を作成（水産庁資源管理部

管理課資源管理推進室、山口県）

◇第９回水産政策審議会の結果について

（水産庁漁政部漁政課、漁政部企画課）

◇水産政策審議会第９回漁港漁場整備分科

会の結果について（水産庁漁港漁場整備部

計画課）

◇特定中山間保全整備事業「邑智西部区域」

効率的整備手法検討結果について（農村振

興局総務課、林野庁森林整備部整備課）

◇第14回「国産大豆協議会」の概要につい

て（生産局農産振興課）

◇動物用医薬品等取締規則の一部改正につ

いての意見・情報の募集結果について（消

費・安全局畜水産安全管理課）

26日㈬◇「食品容器包装のリサイクルに関する懇

談会（第14回）」の開催について（総合食料

局食品産業企画課食品環境対策室）

◇平成18年緑化推進運動功労者内閣総理大

臣表彰について（林野庁森林整備部研究・
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保全課、生産局果樹花き課）

◇日・アセアン包括的経済連携協定交渉の

開催について（大臣官房国際部国際調整課）

◇農林水産省 BSE対策本部の開催につい

て（消費・安全局動物衛生課）

◇食料・農業・農村政策審議会経営分科会

の開催及び傍聴について（経営局経営政策

課）

◇第９回地域水産加工技術セミナーの開催

について（水産庁増殖推進部研究指導課、

独立行政法人水産総合研究センター）

◇水産政策審議会第25回施策部会の結果に

ついて（水産庁漁政部企画課）

◇「オーライ ニッポン東京シンポジウム」

の開催について（お知らせ）（農村振興局企

画部農村政策課都市農業・地域交流室）

◇第６回「今後の蚕糸業のあり方に関する

検討会」の資料について（生産局特産振興

課）

◇平成18年度第３回水源林造成事業期中評

価委員会の議事概要について（林野庁森林

整備部整備課）

◇「湖沼水質のための流域対策の基本的考

え方～非特定汚染源からの負荷対策～」の

とりまとめについて（農村振興局整備部水

利整備課農業用水対策室、林野庁森林整備

部治山課水源地治山対策室）

27日㈭◇生乳を活用した援助の実施について（生

産局畜産部牛乳乳製品課）

◇食料・農業・農村政策審議会総合食料分

科会第７回食品リサイクル小委員会資料一

覧（総合食料局食品産業企画課）

◇平成18年度病害虫発生予報第５号（水稲

特集）（消費・安全局植物防疫課）

◇台湾における輸入植物検疫規定の部分改

正について（消費・安全局植物防疫課）

◇米国における対日輸出認定施設等の現地

調査結果について（消費・安全局動物衛生

課）

◇カナダからの家きん、家きん肉等の輸入

一時停止措置の解除について（消費・安全

局動物衛生課国際衛生対策室）

◇農林水産省牛海綿状脳症（BSE）対策本

部の決定事項について（消費・安全局動物

衛生課）

◇公定規格に定める含有が許されるカドミ

ウムの最大量を超えた焼成汚泥肥料に係る

報告徴収について（消費・安全局農産安全

管理課）

◇食料・農業・農村政策審議会生産分科会

平成18年度第１回畜産部会の概要について

（生産局畜産部畜産企画課）

28日㈮◇梅雨前線の大雨等に係る宮腰農林水産副

大臣の現地調査について（経営局経営政策

課災害総合対策室）

◇米国・カナダ産牛肉等への対応について

のご意見の募集について（結果報告）（消

費・安全局動物衛生課）

◇平成18年度第３回緑資源幹線林道事業期

中評価委員会の議事概要について（林野庁

森林整備部整備課）

◇キャベツ及びカンキツの総合的病害虫・

雑草管理（IPM）実践指標モデル案につい

ての意見・情報の募集（消費・安全局植物

防疫課）

◇農水産物の表示に関する緊急特別調査の

実施及び監視指導の徹底について（消費・

安全局表示・規格課食品表示・規格監視室）

◇日・インドネシア経済連携協定の第５回

交渉会合について（大臣官房国際部国際調

整課）

◇食料供給コスト縮減検証委員会（第３回）

資料一覧（総合食料局食料企画課）

◇国内産麦の品質評価基準の見直しに関す

る検討会（第３回）の資料について（総合

食料局食糧部食糧貿易課）

◇音声テープ「平成17年度 食料・農業・

農村白書のあらまし」の作成・配布につい

て（大臣官房情報課情報分析室）

◇植物防疫法施行規則等の一部改正案につ

いての意見・情報の募集結果及び改正につ

いて（消費・安全局植物防疫課）

31日㈪◇小斉平農林水産大臣政務官の海外出張に

ついて（８月１～９日、豪州、マレーシア、

香港）（大臣官房国際部国際政策課）

◇第３回日韓水産資源協議の結果について

（水産庁資源管理部国際課）

◇平成18年度第２回農林水産省政策評価会

水産庁専門部会の開催について（水産庁漁

政部漁政課）

◇水産物の市況について（平成18年７月及

び８月）（水産庁漁政部加工流通課）
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◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局畜水産安

全管理課）

◇バイオマスタウン構想の公表（第14回）

について（大臣官房環境政策課資源循環室）

◇平成18年産水稲うるち米の品種別作付見

込について（総合食料局食糧部計画課）

◇食料・農業・農村政策審議会総合食料分

科会食糧部会 資料一覧（平成18年７月31

日）（総合食料局食料企画課、食糧部計画課、

食糧部消費流通課、大臣官房企画評価課、

経営局総務課、構造改善課、生産局農産振

興課）

◇第５回新たな需給調整システムへの移行

の検証に関する検討会 資料一覧（総合食

料局食料企画課、食糧部計画課、大臣官房

企画評価課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年７

月第４週（７月24日～７月28日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

◇生鮮野菜小売価格の調査結果 平成18年

７月第４週（７月24日～７月28日）（消費・

安全局消費・安全政策課）

法令>

７月６日㈭◇指定漁業の許可及び取締り等に関する省

令の一部を改正する省令（農林水産省令第

64号）を公布（同日施行）

７日㈮◇農業倉庫業法施行規則の一部を改正する

省令（農林水産省令第65号）を公布（同日

施行）

12日㈬◇砂糖の価格調整に関する法律及び独立行

政法人農畜産業振興機構法の一部を改正す

る等の法律の施行に伴う関係政令の整備に

関する政令（政令第233号）を公布（砂糖の

価格調整に関する法律及び独立行政法人農

畜産業振興機構法の一部を改正する等の法

律の施行の日（平成19年４月１日）から施

行）

21日㈮◇特定外来生物による生態系等に係る被害

の防止に関する法律施行令の一部を改正す

る政令（政令第240号）を公布（平成18年９

月１日施行。ただし、次条の規定は、同日

施行）

25日㈫◇動物用医薬品等取締規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第66号）を公布（同

日施行）

26日㈬◇農林水産省組織令の一部を改正する政令

（政令第246号）を公布（平成18年８月１日

施行）

28日㈮◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第68号）を公布（平成18

年８月10日施行。ただし、別表１の改正規

定（同表一の項及び二の項に係る部分を除

く。）は、平成19年８月10日から施行）

31日㈪◇砂糖の価格調整に関する法律及び独立行

政法人農畜産業振興機構法の一部を改正す

る等の法律の施行に伴う関係農林水産省令

の整備に関する省令（農林水産省令第69号）

を公布（砂糖の価格調整に関する法律及び

独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を

改正する等の法律の施行の日（平成19年４

月１日）から施行。ただし、附則第４条の

規定は、公布の日から施行）

８ 月

８月１日㈫◇「米穀の需給及び価格の安定に関する基

本指針」の公表について（総合食料局食糧

部計画課）

◇宮腰農林水産副大臣の海外出張について

（２～11日、ブラジル、パラグアイ、カナ

ダ）（大臣官房国際部国際政策課）

◇主要食料品の小売価格の見通し等（消

費・安全局消費・安全政策課）

◇農林水産研究開発レポートNo.17「野生

動物による農林業被害を防ぐ技術」の発行

について（農林水産技術会議事務局技術政

策課）

◇日マレーシア経済連携協定に基づく平成

18年度の関税割当公表の一部改正等につい

て（大臣官房国際部国際経済課）

◇日メキシコ経済連携協定に基づく平成18

年度の関税割当公表の一部改正等について

（大臣官房国際部国際経済課）

◇第６回むらの伝統文化顕彰の募集につい

て（農村振興局企画部農村政策課）

◇動物用医薬品の使用の規制に関する省令

の一部改正案についての意見・情報の募集

結果について（消費・安全局畜水産安全管

理課）

２日㈬◇三浦農林水産副大臣の海外出張について
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（３～13日、エチオピア、エジプト、スペ

イン、フランス）（大臣官房国際部国際協力

課）

◇食料・農業・農村政策審議会経営分科会

資料一覧（平成18年８月２日）（経営局経営

政策課）

◇平成18年度養鶏問題懇談会の概要につい

て（生産局畜産部食肉鶏卵課）

３日㈭◇新たな米加工品等の展示品の募集につい

て－JAPANFOOD 2006－（総合食料局食

糧部消費流通課流通加工対策室）

◇日・ブルネイ経済連携協定交渉第２回会

合の開催について（大臣官房国際部国際経

済課）

◇第１回及び第２回「木材等輸出戦略検討

会」の概要について（林野庁林政部木材利

用課）

◇平成17年度 LL（ロングライフ）牛乳生産

量について（生産局畜産部牛乳乳製品課）

４日㈮◇米国（ペンシルバニア州）からの家きん

肉等の輸入一時停止措置について（消費・

安全局動物衛生課国際衛生対策室）

◇米国における対日輸出施設に対する現地

調査の実施について（消費・安全局動物衛

生課）

◇金子農林水産大臣政務官の海外出張につ

いて（７～11日、ソロモン諸島）（水産庁資

源管理部遠洋課、大臣官房国際部国際政策

課）

◇平成17年の特用林産物の生産動向につい

て（林野庁林政部経営課特用林産対策室）

◇平成18年度「車両広告を活用した食事バ

ランスガイド普及・啓発事業」の採択につ

いて（消費・安全局消費者情報官）

◇平成18年度機構営事業再評価第三者委員

会（第２回）議事概要（水資源機構 印旛

沼開発施設緊急改築事業）について（農村

振興局総務課）

◇平成18年産麦の検査結果（速報値）（平成

18年７月15日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇平成17年度松くい虫被害について（林野

庁森林整備部研究・保全課森林保護対策室）

◇世帯における食品ロスの実態について

（平成17年度食品ロス統計調査（世帯調査）

結果の概要）（大臣官房統計部生産流通消費

統計課消費統計室）

７日㈪◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの

結果について（平成18年６月末まで）（消

費・安全局動物衛生課）

◇米国産牛肉等の到着について（厚生労働

省、消費・安全局動物衛生課国際衛生対策

室）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年８

月第１週（７月31日～８月４日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

◇生鮮野菜小売価格の調査結果 平成18年

８月第１週（７月31日～８月４日）（消費・

安全局消費・安全政策課）

◇「地域に根ざした食育コンクール2006」

募集を始めました（消費・安全局消費者情

報官）

◇「食料・農業・農村政策審議会総合食料

分科会食品リサイクル小委員会の中間とり

まとめ（案）」についての意見・情報の募集

について（総合食料局食品産業企画課食品

環境対策室）

８日㈫◇第２回農林水産省政策評価会林野庁専門

部会の概要（林野庁林政部企画課）

◇ドイツからの家きん肉等の輸入一時停止

措置の解除等について（消費・安全局動物

衛生課国際衛生対策室）

◇先端技術を活用した農林水産研究高度化

事業の研究課題の公募について（緊急課題

即応型調査研究平成18年度第２回）（農林水

産技術会議事務局先端産業技術研究課産学

連携研究推進室）

◇平成18年度林野庁主催国際会議世界の持

続可能な森林経営の推進に向けて－「基

準・指標」の適用とその可能性－の結果概

要について（林野庁森林整備部計画課海外

林業協力室）

◇「第３回漁業共済検討ワーキンググルー

プ」及び「第２回漁船保険検討ワーキング

グループ」合同会議並びに「第２回漁業保

険事業に関する検討会」の概要について（水

産庁漁政部漁業保険管理官）

◇第７回「今後の蚕糸業のあり方に関する

検討会」の資料について（生産局特産振興

課）

９日㈬◇平成18年度北西太平洋サンマ長期漁海況
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予報（水産庁増殖推進部漁場資源課、独立

行政法人水産総合研究センター）

◇まぐろの需給情報 －平成18年度第２回

まぐろ需給協議会予測部会の協議結果－

（水産庁漁政部加工流通課）

◇動物用生物学的製剤基準の一部改正案に

ついての意見・情報の募集について（消費・

安全局畜水産安全管理課）

10日㈭◇平成18年度バイオマス利活用優良表彰募

集について（農村振興局企画部農村政策課

農村整備総合調整室）

◇高病原性鳥インフルエンザモニタリング

検査結果について（平成17年10月～平成18

年６月）（消費・安全局動物衛生課）

◇平成18年度病害虫発生予報第６号（消

費・安全局植物防疫課）

◇第14回食料・農業・農村政策審議会 第

33回食料・農業・農村政策審議会企画部会

合同会議の資料について（大臣官房企画評

価課）

11日㈮◇BSE確定診断の結果について（28例目）

（消費・安全局動物衛生課）

◇英国からの家きん、家きん肉等の輸入一

時停止措置の解除について（消費・安全局

動物衛生課国際衛生対策室）

◇商品取引員に対する行政処分について

（総合食料局商品取引監理官、経済産業省）

◇平成18年度水稲作況委員会（第１回）の

意見について（大臣官房統計部生産流通消

費統計課）

14日㈪◇冷凍水産物需給情報－平成18年度第２回

冷凍水産物需給情報検討会の協議結果－

（水産庁漁政部加工流通課）

◇米の１人１か月当たり消費量（平成18年

６月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇生鮮野菜小売価格の調査結果 平成18年

８月第２週（８月７日～８月11日）（消費・

安全局消費・安全政策課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年８

月第２週（８月７日～８月11日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

15日㈫◇中川農林水産大臣の海外出張について

（17～23日、アラブ首長国連邦、サウジア

ラビア）（大臣官房国際部国際政策課）

◇輸入植物検疫規程の一部改正案（木材こ

ん包材の輸入植物検疫上の取扱いの見直

し）に関する意見・情報の募集について（消

費・安全局植物防疫課）

◇米国における対日輸出施設現地調査のフ

ォローアップ調査の結果について（厚生労

働省、消費・安全局動物衛生課）

16日㈬◇第６回農林水産省政策評価会の開催及び

傍聴について（大臣官房企画評価課）

◇砂糖の価格調整に関する法律施行規則の

一部を改正する省令案について（生産局特

産振興課）

17日㈭◇日本漁船の根室沖被拿捕事件について

（農林水産大臣談話）（水産庁資源管理部国

際課）

18日㈮◇第13次北西太平洋鯨類捕獲調査（沖合調

査）の終了及び調査船団の入港について（水

産庁資源管理部遠洋課）

◇「東アジア食品産業活性化戦略（東アジ

ア食品産業共同体構想）会議（第２回）」の

開催及び傍聴について（総合食料局食品産

業企画課）

◇平成18年産麦の検査結果（速報値）（平成

18年７月末日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

19日㈯◇米国内の市販長粒種に未承認の遺伝子組

換え米が混入との報道について（総合食料

局食糧部食糧貿易課）

21日㈪◇平成18年度第４回緑資源幹線林道事業期

中評価委員会の議事概要について（林野庁

森林整備部整備課）

◇食料・農業・農村政策審議会農村振興分

科会農業農村整備部会 平成18年度第２回

企画小委員会の開催について（農村振興局

企画部事業計画課）

◇農業資材審議会飼料分科会及び同分科会

安全性部会の開催並びに一般傍聴について

（消費・安全局畜水産安全管理課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年８

月第３週（８月14日～８月18日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

◇生鮮野菜小売価格の調査結果 平成18年

８月第３週（８月14日～８月18日）（消費・

安全局消費・安全政策課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（平成18年７月１日～平成18年７月31
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日異動情報提供分）（農林水産技術会議事務

局技術安全課、生産局畜産部畜産振興課生

産技術室）

22日㈫◇三浦農林水産副大臣の海外出張について

（23～24日、中国）（大臣官房国際部国際政

策課）

◇汚水処理施設連携整備事業の実施状況等

について（農村振興局整備部地域整備課）

◇平成17年度末の汚水処理人口普及状況に

ついて（農村振興局整備部地域整備課）

◇「特定外来生物による生態系等に係る被

害の防止に関する法律」に基づく特定外来

生物の飼養等の取扱細目等の改正に係るパ

ブリックコメントの結果について（大臣官

房環境政策課）

23日㈬◇第２回国産輸送用バイオ燃料推進本部の

開催について（大臣官房環境政策課資源循

環室）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成18年７

月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇平成18年７月の国内産米穀の卸・小売価

格の概況について（総合食料局食糧部計画

課）

◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律施行規則の一部を改正する省

令案についての意見・情報（パブリック・

コメント）の募集について（消費・安全局

表示・規格課）

24日㈭◇アフリカ農業支援シンポジウムの開催に

ついて（大臣官房国際部国際協力課）

◇農林水産省知的財産戦略本部（第３回）

の開催について（大臣官房企画評価課）

25日㈮◇北西太平洋公海域における底びき網漁業

管理のための新枠組の設立に関する第１回

政府間協議の結果について（水産庁資源管

理部国際課）

◇日本・チリ経済連携協定（EPA）第４回

交渉について（大臣官房国際部国際経済課）

◇金子農林水産大臣政務官の海外出張につ

いて（27～９月３日、ドイツ、スウェーデ

ン、フランス）（大臣官房環境政策課、国際

部国際政策課）

◇平成18年度「子ども霞が関見学デー」の

実施結果について（大臣官房情報課）

◇根菜類の表示に関する特別調査の実施結

果について（消費・安全局表示・規格課食

品表示・規格監視室）

28日㈪◇全国資源評価会議の開催について（水産

庁増殖推進部漁場資源課）

◇東アジア食品産業活性化戦略（東アジア

食品産業共同体構想）会議（第２回）資料

一覧（総合食料局食品産業企画課）

◇「食事バランスガイド」の現地実証の実

施について（消費・安全局消費者情報官）

◇BSE患畜（28例目）に関する情報

（BSE28例目の疫学調査第１報）（消費・安

全局動物衛生課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年８

月第４週（８月21日～８月25日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

◇生鮮野菜小売価格の調査結果 平成18年

８月第４週（８月21日～８月25日）（消費・

安全局消費・安全政策課）

◇市町村段階における農山漁村・農林水産

業に関する女性の参画目標の設定状況につ

いて（経営局普及・女性課女性・高齢者対

策推進室）

◇「水稲の高温障害の克服に向けて（高温

障害対策レポート）」の公表について（生産

局農産振興課）

29日㈫◇品目横断的経営安定対策の加入申請受付

の開始について（経営局経営政策課）

◇「平成17年度国有林野の管理経営に関す

る基本計画の実施状況」及び「平成17年度

国有林野事業の決算概要」について（林野

庁国有林野部経営企画課、国有林野部管理

課）

◇平成18年度水稲作況委員会（第２回）の

意見について（大臣官房統計部生産流通消

費統計課）

◇輸出拡大のための海外常設店舗の開設に

ついて（大臣官房国際部国際経済課輸出促

進室）

◇林政審議会の概要について（林野庁森

林・林業基本計画検討室、森林整備部計画

課、国有林野部経営企画課）

◇平成18年産麦の検査結果（速報値）（平成

18年８月15日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇牛肉在庫緊急保管対策事業及び市場隔離

牛肉緊急処分事業の補助金不正申請に係る
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補助金返還命令の発出について（生産局畜

産部食肉鶏卵課）

30日㈬◇中川農林水産大臣の海外出張について

（31～９月５日、ケニア）（大臣官房国際部

国際政策課）

◇「食品残さ等利用飼料の安全性確保のた

めのガイドライン」の意見・情報の募集に

ついて（消費・安全局畜水産安全管理課）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局畜水産安

全管理課）

◇統計分野で最高の栄誉の大内賞受賞者

（2006年度）の決定について（大臣官房統

計部統計企画課）

◇集落の農業の担い手育成に関する意向調

査結果（大臣官房情報課）

◇集落営農実態調査結果の概要について

（平成18年５月１日現在）（大臣官房統計部

経営・構造統計課センサス統計室）

◇動物用医薬品の使用の規制に関する省令

の一部改正案についての意見・情報の募集

（消費・安全局畜水産安全管理課）

31日㈭◇平成18年度 林野公共事業の事業評価の

結果について（林野庁国有林野部業務課、

森林整備部整備課、森林整備部計画課）

◇水産物の市況について（平成18年８月及

び９月）（水産庁漁政部加工流通課）

◇平成18年度農業農村整備事業等補助事業

の事前評価結果について（農村振興局企画

部事業計画課、整備部地域整備課、生産局

畜産部畜産振興課）

◇平成18年度国営土地改良事業等の完了後

の評価結果について（農村振興局企画部土

地改良企画課）

◇平成18年度国営土地改良事業等の期中の

評価結果について（農村振興局整備部水利

整備課、整備部農地整備課、整備部防災課、

総務課）

◇平成18年度国営土地改良事業等の事前評

価結果について（農村振興局企画部事業計

画課、整備部水利整備課、整備部農地整備

課、整備部防災課）

◇第６回「外食における原産地等の表示に

関する検討会」の開催について（総合食料

局食品産業振興課外食産業室）

◇研究開発の評価結果について（農林水産

技術会議事務局技術政策課）

法令>

８月１日㈫◇種苗法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第70号）を公布（平成19年

８月１日施行）

◇動物用医薬品の使用の規制に関する省令

の一部を改正する省令（農林水産省令第71

号）を公布（同日施行）

７日㈪◇農業の担い手に対する経営安定のための

交付金の交付に関する法律第４条第２項の

金額の算定に関する省令（農林水産省令第

72号）を公布（法の施行の日（平成19年４

月１日）から施行）

11日㈮◇中心市街地における市街地の整備改善及

び商業等の活性化の一体的推進に関する法

律の一部を改正する等の法律の施行期日を

定める政令（政令第264号）を公布（平成18

年８月22日施行）

◇中心市街地における市街地の整備改善及

び商業等の活性化の一体的推進に関する法

律の一部を改正する等の法律の施行に伴う

関係政令の整備等に関する政令（政令第265

号）を公布（中心市街地における市街地の

整備改善及び商業等の活性化の一体的推進

に関する法律の一部を改正する等の法律

（平成18年法律第54号）の施行の日（平成

18年８月22日）から施行）

14日㈪◇中心市街地における市街地の整備改善及

び商業等の活性化の一体的推進に関する法

律第27条に規定する業務に係る食品流通構

造改善促進機構に関する省令の一部を改正

する省令（農林水産省令第73号）を公布（中

心市街地における市街地の整備改善及び商

業等の活性化の一体的推進に関する法律の

一部を改正する等の法律の施行の日（平成

18年８月22日）から施行）

22日㈫◇特定外来生物による生態系等に係る被害

の防止に関する法律施行規則の一部を改正

する省令（農林水産省・環境省令第２号）

を公布（平成18年９月１日施行）

30日㈬◇健康保険法等の一部を改正する法律の施

行に伴う関係政令の整備等に関する政令

（政令第286号）を公布（平成18年10月１日

施行）
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９ 月

９月１日㈮◇三浦農林水産副大臣の海外出張について

（３～６日、中国・北京）（大臣官房国際部

国際政策課）

◇第１回食肉の表示に関する検討会の概要

について（生産局畜産部食肉鶏卵課）

◇ BSE患畜（28例目）に関する情 報

（BSE28例目の疫学調査第２報）（消費・安

全局動物衛生課、畜水産安全管理課）

◇主要食料品の小売価格の見通し等（消

費・安全局消費・安全政策課）

◇農外から農業に新規参入した法人（同法

人が参入している市町村を含む）に対する

アンケート結果について（経営局構造改善

課）

◇平成18年度第２回農地・農業用水等の資

源保全施策検討会の開催について（農村振

興局企画部事業計画課）

◇「立ち上がる農山漁村」シンポジウムの

開催について（農村振興局企画部農村政策

課）

４日㈪◇中川農林水産大臣のケニア訪問について

（１～４日）（大臣官房国際部国際経済課、

国際部国際協力課）

◇東京及び海外主要５都市における食料品

の小売価格調査結果（消費・安全局消費・

安全政策課）

◇生鮮野菜小売価格の調査結果 平成18年

８月第５週（８月28日～９月１日）（消費・

安全局消費・安全政策課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年８

月第５週（８月28日～９月１日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

５日㈫◇平成18年（６月～７月）梅雨前線豪雨災

害に対する災害関連緊急治山等事業による

緊急的な対策について（林野庁森林整備部

治山課山地災害対策室）

◇平成18年産米の検査結果（速報値）（平成

18年８月15日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

６日㈬◇平成18年度先端技術を活用した農林水産

研究高度化事業（緊急課題即応型調査研究）

の新規採択課題の決定について（農林水産

技術会議事務局先端産業技術研究課産学連

携研究推進室）

◇花粉症緩和米研究に関する日本製紙(株)

の公表について（農林水産技術会議事務局

先端産業技術研究課）

◇平成16年度農業・食料関連産業の経済計

算（速報）について（大臣官房情報課情報

分析室）

◇動物用抗生物質医薬品基準の一部改正案

についての意見・情報の募集（消費・安全

局畜水産安全管理課）

７日㈭◇「食品容器包装のリサイクルに関する懇

談会（第15回）」の開催について（総合食料

局食品産業企画課食品環境対策室）

◇第２回食料自給率向上協議会の開催及び

傍聴について（大臣官房企画評価課）

◇副大臣プロジェクトチームによる2007年

に向けた強化策について（内閣官房、農村

振興局企画部農村政策課都市農業・地域交

流室）

◇平成18年度病害虫発生予報第７号（消

費・安全局植物防疫課）

８日㈮◇2006年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調査

（JARPN-Ⅱ）釧路沖鯨類捕獲調査の開始

について（水産庁資源管理部遠洋課）

◇高病原性鳥インフルエンザモニタリング

検査結果について（平成17年10月～平成18

年７月）（消費・安全局動物衛生課）

◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの

結果について（平成18年７月末まで）（消

費・安全局動物衛生課）

◇平成18年度木づかい推進月間に向けた木

づかい応援団の農林水産大臣表敬訪問につ

いて（林野庁林政部木材利用課）

◇農協系統金融機関の平成17事業年度末に

おけるリスク管理債権等の状況について

（経営局金融調整課）

◇外食事業者における原産地表示の実施状

況調査等の結果について（総合食料局食品

産業振興課外食産業室）

◇中川農林水産大臣の海外出張について

（～12日、ブラジル・リオデジャネイロ）

◇森林・林業基本計画の変更について（林

野庁森林・林業基本計画検討室）

◇全国森林計画の変更について（林野庁森

林整備部計画課）

◇「全国森林計画の変更(案)」についての
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意見・情報の募集結果について（林野庁森

林整備部計画課）

11日㈪◇日中水産当局間ハイレベル協議の結果に

ついて（水産庁資源管理部国際課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年９

月第１週（９月４日～９月８日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

◇生鮮野菜小売価格の調査結果 平成18年

９月第１週（９月４日～９月８日）（消費・

安全局消費・安全政策課）

12日㈫◇釧路湿原自然再生事業実施計画等の公表

及び自然再生専門家会議の開催について

（大臣官房環境政策課、農村振興局整備部

防災課、環境省、国土交通省）

◇平成18年度北西太平洋アカイカ漁況予報

（水産庁増殖推進部漁場資源課、独立行政

法人水産総合研究センター）

◇食料・農業・農村政策審議会消費・安全

分科会（第７回）の開催及び傍聴について

（消費・安全局消費・安全政策課）

◇食料供給コスト縮減検証委員会（第４回）

資料一覧（総合食料局食料企画課）

◇動物用医薬品等取締規則の一部改正案に

ついての意見・情報の募集について（消費・

安全局畜水産安全管理課）

◇バイオテクノロジーに関する「地域コミ

ュニケーション会議」の開催について（農

林水産技術会議事務局技術安全課）

◇第30回「食品の表示に関する共同会議」

の開催について（厚生労働省、消費・安全

局表示・規格課）

13日㈬◇米の１人１か月当たり消費量（平成18年

７月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇平成18年６月・７月度の蚕糸業需給・価

格動向（生産局特産振興課）

◇平成18年度政策の実績評価における目標

案に対する意見・情報の募集について（大

臣官房企画評価課）

14日㈭◇中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）

第２回北委員会の結果について（水産庁資

源管理部国際課）

◇日ロ漁業委員会第22回会議に係る追加漁

獲枠について（水産庁資源管理部国際課）

◇食料・農業・農村政策審議会農村振興分

科会農業農村整備部会平成18年度第３回及

び第４回企画小委員会（現地調査）の開催

について（農村振興局企画部事業計画課）

◇いぐさ・畳表対策の見直しについて（生

産局特産振興課）

15日㈮◇牛肉加工品等の原料原産地情報の積極的

な提供について（概要）（消費・安全局表示・

規格課）

◇第６回ヨーネ病防疫技術検討会の開催に

ついて（消費・安全局動物衛生課）

◇平成18砂糖年度国内産糖合理化目標価格

公聴会の概要について（生産局特産振興課）

◇GCC（湾岸協力理事会）との自由貿易協

定（FTA）交渉第１回会合の開催について

（大臣官房国際部国際経済課）

◇米国からの家きん、家きん肉等の輸入一

時停止措置の一部解除について（消費・安

全局動物衛生課国際衛生対策室）

◇ベーリング公海漁業条約第11回年次会議

の結果について（水産庁資源管理部遠洋課）

◇第３回木材等輸出戦略検討会の概要につ

いて（林野庁林政部木材利用課）

◇平成18年産麦の検査結果（速報値）（平成

18年８月末日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇「食料供給コスト縮減アクションプラン」

の公表について（総合食料局食料企画課）

19日㈫◇平成18砂糖年度10月－12月期における砂

糖及び異性化糖の需給見通し（生産局特産

振興課）

◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

令案（輸出植物の検査合格証明書の様式及

び栽培地検査申請手続に係る様式の改正）

についての意見・情報の募集（消費・安全

局植物防疫課）

◇平成18年産米の検査結果（速報値）（平成

18年８月末日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇中川農林水産大臣の海外出張について

（～22日、オーストラリア・ケアンズ）（大

臣官房国際部国際政策課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年９

月第２週（９月11日～９月15日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

◇生鮮野菜小売価格の調査結果 平成18年

９月第２週（９月11日～９月15日）（消費・
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安全局消費・安全政策課）

◇第２回食料自給率向上協議会の資料につ

いて（大臣官房企画評価課）

20日㈬◇「食料・農業・農村政策審議会総合食料

分科会食品リサイクル小委員会（第８回）、

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会食

品リサイクル専門委員会（第２回）の合同

会合（第１回）」の開催と一般傍聴者の募集

について（総合食料局食品産業企画課食品

環境対策室）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（平成18年８月１日～平成18年８月31

日異動情報提供分）（農林水産技術会議事務

局技術安全課、生産局畜産部畜産振興課生

産技術室）

21日㈭◇平成18砂糖年度上半期甘味に関する協議

会の資料について（生産局特産振興課）

◇食料・農業・農村政策審議会消費・安全

分科会（第７回）の配布資料について（消

費・安全局消費・安全政策課）

◇日墨 EPAに基づく枠内税率協議の結果

について（大臣官房国際部国際経済課）

22日㈮◇平成18年台風第13号による被害農林業者

等に対する資金の円滑な融通及び既貸付金

の償還猶予等について（依頼）（経営局経営

政策課、水産庁漁政部水産経営課）

◇「食品容器包装のリサイクルに関する懇

談会（第16回）」の開催について（総合食料

局食品産業企画課食品環境対策室）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成18年８

月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇平成18年８月の国内産米穀の卸・小売価

格の概況について（総合食料局食糧部計画

課）

◇平成17年度中央食品表示ウォッチャー食

品表示状況モニタリング報告について（消

費・安全局表示・規格課）

◇「生物多様性影響評価検討会総合検討会」

の開催及び傍聴について（農林水産技術会

議事務局技術安全課）

◇日チリ EPA交渉の大筋合意（農林水産

分野）について（大臣官房国際部国際経済

課）

◇「立ち上がる農山漁村」第３回選定募集

について（内閣官房、農村振興局企画部農

村政策課）

25日㈪◇パイロットフォレスト造成50周年記念事

業について（林野庁国有林野部業務課）

◇台風第13号に係る中尾政策評価審議官

（災害担当）の現地調査について（経営局

経営政策課災害総合対策室）

◇平成18年（６月～７月）梅雨前線豪雨災

害に対する災害関連緊急治山等事業による

緊急的な対策について（第２報）（林野庁森

林整備部治山課山地災害対策室）

◇第７回高病原性鳥インフルエンザ感染経

路究明チーム検討会の開催について（消

費・安全局動物衛生課）

◇全国資源評価会議の結果について（水産

庁増殖推進部漁場資源課）

◇水産政策審議会第27回資源管理分科会の

開催について（水産庁漁政部漁政課）

◇第24回コーデックス連絡協議会の開催及

び一般傍聴の募集について（厚生労働省、

消費・安全局国際基準課）

◇「野生動物による農林業被害をいかに防

ぐか 」－農林水産技術会議事務局「鳥獣害

プロジェクト」成果発表会の開催につい

て－（農林水産技術会議事務局研究開発課、

独立行政法人森林総合研究所）

◇間伐推進強化期間の取組について（林野

庁森林整備部整備課造林間伐対策室）

◇第10回コイヘルペスウイルス病に関する

技術検討会の開催について（消費・安全局

畜水産安全管理課）

◇生鮮野菜小売価格の調査結果 平成18年

９月第３週（９月19日～９月22日）（消費・

安全局消費・安全政策課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年９

月第３週（９月19日～９月22日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

26日㈫◇ピングー＆ピンガを活用した新たな木づ

かい運動のポスターについて（林野庁林政

部木材利用課）

◇第５回「森の“聞き書き甲子園”」参加高

校生と森の名手・名人の組み合わせの決定

について（文部科学省、林野庁森林整備部

研究・保全課）

◇食料・農業・農村政策審議会農村振興分

科会農業農村整備部会平成18年度第１回技

術小委員会の開催について（農村振興局企
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画部事業計画課）

◇「土地改良法施行規則第38条の２等の「農

林水産大臣が定めるもの」に関する告示の

制定についての意見・情報の募集」の結果

について（農村振興局企画部土地改良企画

課）

27日㈬◇食料・農業・農村政策審議会総合食料分

科会 食品リサイクル小委員会（第８回）

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会

食品リサイクル専門委員会（第２回）合同

会合（第１回）（総合食料局食品産業企画課

食品環境対策室）

◇米国産中・短粒種米に対する遺伝子組換

え米の混入に係る検査の実施について（総

合食料局食糧部食糧貿易課、食糧部消費流

通課）

◇平成18年度第２回太平洋スルメイカ長期

漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資源課、

独立行政法人水産総合研究センター）

28日㈭◇第７回高病原性鳥インフルエンザ感染経

路究明チーム検討会の概要について（消

費・安全局動物衛生課）

◇平成18年度水稲作況委員会（第３回）の

意見について（大臣官房統計部生産流通消

費統計課）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局畜水産安

全管理課）

◇米の農産物検査等検討会（第１回）の開

催について（総合食料局食糧部消費流通課）

◇バイオマスタウン構想の公表（第15回）

について（大臣官房環境政策課資源循環室）

◇動物用生物学的製剤基準の一部改正案に

ついての意見・情報の募集について（消費・

安全局畜水産安全管理課）

◇BSE確定診断の結果について（29例目）

（消費・安全局動物衛生課）

◇平成18年度若手農林水産研究者表彰－受

賞者決定ならびに表彰式について－（農林

水産技術会議事務局研究開発企画官室）

29日㈮◇北西大西洋漁業機関（NAFO）第28回年

次会合の結果について（水産庁資源管理部

国際課）

◇水産物の市況について（平成18年９月及

び10月）（水産庁漁政部加工流通課）

◇「主要木材の短期需給見通し（平成18年

第４四半期及び平成19年第１四半期）」につ

いて（林野庁林政部木材利用課）

◇「平成18年木材（用材）需給見通しの見

直し」について（林野庁林政部木材利用課）

◇平成17年木材需給表（丸太換算）の概要

（平成17年１月～12月）（林野庁林政部企画

課）

◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

依頼について（消費・安全局畜水産安全管

理課）

◇第10回コイヘルペスウイルス病に関する

技術検討会の概要について（消費・安全局

畜水産安全管理課水産安全室）

法令>

９月１日㈮◇飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す

る省令の一部を改正する省令（農林水産省

令第74号）を公布（同日施行）

13日㈬◇平成18年５月23日から７月29日までの間

の豪雨及び暴風雨による災害についての激

甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の

指定に関する政令（政令第290号）を公布（同

日施行）

21日㈭◇主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律等の一部を改正する法律附則第２条第

３項の政令で定める日を定める政令（政令

第306号）を公布（同日施行）

22日㈮◇金融機関等による顧客等の本人確認等及

び預金口座等の不正な利用の防止に関する

法律施行規則の一部を改正する命令（内閣

府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・

農林水産省・経済産業省・国土交通省令第

4号）を公布（平成19年１月４日施行）

◇砂糖の価格調整に関する法律施行規則の

一部を改正する省令（農林水産省令第75号）

を公布（同日施行）

27日㈬◇農林水産省組織規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第76号）を公布（平成18

年10月１日から施行。ただし、別表第３茨

城農政事務所の項の改正規定は、平成18年

10月23日から施行）

◇農業災害補償法施行規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第77号）を公布（同

日施行）

◇海面漁業生産統計調査規則の一部を改正

する省令（農林水産省令第78号）を公布（平
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成19年１月１日施行）

28日㈭◇独立行政法人農畜産業振興機構の業務運

営並びに財務及び会計に関する省令及び独

立行政法人農畜産業振興機構法施行規則の

一部を改正する省令（農林水産省令第79号）

を公布（平成19年４月１日から施行。ただ

し、第１条の規定は、平成18年10月１日か

ら施行）

29日㈮◇特定特殊自動車排出ガスの規制等に関す

る法律第33条の規定により地方農政局長に

委任する権限を定める省令（農林水産省令

第80号）を公布（法附則第１条ただし書に

規定する規定の施行の日（平成18年10月１

日）から施行）

◇森林法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第81号）を公布（平成18年

10月１日から施行）

10 月

10月２日㈪◇水産庁及び海上保安庁による外国漁船取

締対策会議の結果について（水産庁資源管

理部管理課指導監督室）

◇第３回日韓海洋生物資源専門家小委員会

の結果について（水産庁資源管理部国際課）

◇水産政策審議会第27回資源管理分科会の

結果について（水産庁漁政部漁政課、資源

管理部管理課）

◇政府所有の米国産米に対する遺伝子組換

え米の混入検査の結果について（第１報）

（総合食料局食糧部消費流通課）

◇主要食料品の小売価格の見通し等（消

費・安全局消費・安全政策課）

◇和牛の特徴に関する遺伝子特許の出願に

ついて（遺伝子分析を用いて牛の食味を推

定する方法）（生産局畜産部畜産振興課、独

立行政法人家畜改良センター）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年９

月第４週（９月25日～９月29日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

◇生鮮野菜小売価格の調査結果 平成18年

９月第４週（９月25日～９月29日）（消費・

安全局消費・安全政策課）

◇「食料・農業・農村政策審議会総合食料

分科会食品リサイクル小委員会の中間とり

まとめ（案）」についての意見・情報の募集

結果について（総合食料局食品産業企画課

食品環境対策室）

◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

令案（輸出植物の検査合格証明書の様式及

び栽培地検査申請手続に係る様式の改正）

についての意見・情報の募集結果について

（消費・安全局植物防疫課）

３日㈫◇日本海・九州西広域漁業調整委員会九州

西部会及び日本海西部会の開催結果につい

て（水産庁資源管理部管理課資源管理推進

室、九州漁業調整事務所、境港漁業調整事

務所）

◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

令案等（タイ王国産マハチャノ種のマンゴ

ウの生果実の輸入解禁）についての意見・

情報の募集について（消費・安全局植物防

疫課）

◇平成18年産米の検査結果（速報値）（平成

18年９月15日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇平成18年産麦の検査結果（速報値）（平成

18年９月15日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇公定規格に定める含有が許されるカドミ

ウムの最大量を超えた汚泥発酵肥料に係る

報告徴収について（消費・安全局農産安全

管理課）

４日㈬◇日本海・九州西広域漁業調査委員会及び

日本海北部会の開催結果について（水産庁

資源管理部管理課資源管理推進室、新潟漁

業調整事務所）

◇平成18年度第３回日本海海況予報（水産

庁増殖推進部漁場資源課、独立行政法人水

産総合研究センター）

◇食料・農業・農村政策審議会消費・安全

分科会家畜衛生部会第21回家きん疾病小委

員会の開催について（消費・安全局動物衛

生課）

◇日・インドネシア経済連携協定の第６回

交渉会合について（大臣官房国際部国際経

済課）

◇バイオテクノロジーに関する「地域コミ

ュニケーション会議」の傍聴について（農

林水産技術会議事務局技術安全課）

５日㈭◇平成18年度「にっぽん食育推進事業」に

おける「食事バランスガイド」キャンペー
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ンの開催について（消費・安全局消費者情

報官）

◇中西部太平洋マグロ類委員会（WCPFC）

第２回技術遵守委員会（TCC）の結果につ

いて（水産庁資源管理部国際課）

◇「Try Japan’s Good Food」事業につい

て（外務省、大臣官房国際部国際経済課輸

出促進室）

６日㈮◇滋賀県が「滋賀県ニゴロブナ資源回復計

画」を作成（水産庁資源管理部管理課資源

管理推進室、滋賀県）

◇トレーサビリティシステム導入促進対策

事業で導入された機器等の利用状況調査の

実施結果について（消費・安全局消費・安

全政策課）

◇第22回日米植物検疫定期協議について

（消費・安全局植物防疫課）

◇輸入植物検疫規程の一部改正（輸入貨物

に使用される木材こん包材に対する検疫措

置の導入）について（消費・安全局植物防

疫課）

◇普通肥料の検査結果の公表について（消

費・安全局農産安全管理課）

◇「食事バランスガイド」の農産物直売施

設での現地実証の実施について（消費・安

全局消費者情報官）

◇米の農産物検査等検討会（第１回）の資

料について（総合食料局食糧部消費流通課）

10日㈫◇平成18年度東北海区サバ長期漁況予報

（水産庁増殖推進部漁場資源課、独立行政

法人水産総合研究センター）

◇水産政策審議会第10回漁港漁場整備分科

会の開催について（水産庁漁港漁場整備部

計画課）

◇第15回 PICES年次会合の開催について

（水産庁増殖推進部研究指導課）

◇都市と農山漁村の共生・対流表彰事業「第

４回オーライ ニッポン大賞」の募集につ

いて（農村振興局企画部農村政策課都市農

業・地域交流室）

◇生鮮野菜小売価格の調査結果 平成18年

10月第１週（10月２日～10月６日）（消費・

安全局消費・安全政策課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年10

月第１週（10月２日～10月６日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

11日㈬◇食料・農業・農村政策審議会消費・安全

分科会家畜衛生部会第21回家きん疾病小委

員会の概要について（消費・安全局動物衛

生課）

◇高病原性鳥インフルエンザモニタリング

検査結果について（平成17年10月～平成18

年８月）（消費・安全局動物衛生課）

◇第２回食肉の表示に関する検討会の概要

について（生産局畜産部食肉鶏卵課）

◇農学系研究成果活用促進シンポジウム

「農林水産分野の知的財産を活かす」の開

催について（農林水産技術会議事務局先端

産業技術研究課）

12日㈭◇対北朝鮮輸入規制実施により影響を受け

る方への相談窓口の設置（大臣官房国際部

国際政策課）

◇第３回国産輸送用バイオ燃料推進本部の

開催について（大臣官房環境政策課資源循

環室）

13日㈮◇第５回全国漁港漁場整備技術研究発表会

の開催について（水産庁漁港漁場整備部整

備課）

◇「日本海西部・九州西海域底びき網漁業

（２そうびき）包括的資源回復計画」の作

成について（水産庁資源管理部管理課資源

管理推進室）

◇「アグリビジネス創出フェア2006」の開

催について（農林水産技術会議事務局先端

産業技術研究課）

◇平成17年度食料品消費モニター第２回定

期調査結果について（消費・安全局消費者

情報官、消費・安全政策課）

◇平成17年度食料品消費モニター第１回定

期調査結果について（総合食料局食品産業

振興課、食品産業企画課食品環境対策室、

消費・安全局消費・安全政策課）

◇第22回日米植物検疫定期協議の結果につ

いて（消費・安全局植物防疫課）

◇米の１人１か月当たり消費量（平成18年

８月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇平成18年度における外国産米穀の残留農

薬の検査結果について（総合食料局食糧部

消費流通課）

◇普通肥料の検査結果の公表について（消

費・安全局農産安全管理課）
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16日㈪◇第13回瀬戸内海広域漁業調整委員会の開

催結果について（水産庁資源管理部管理課

資源管理推進室、瀬戸内海漁業調整事務所）

◇日中海洋生物資源専門家小委員会の結果

について（水産庁資源管理部国際課）

◇農林水産公共事業のコスト縮減対策の概

要（大臣官房予算課、農村振興局整備部設

計課、林野庁森林整備部計画課、水産庁漁

港漁場整備部整備課）

◇みなみまぐろ保存委員会第13回年次会合

（CCSBT13）の結果について（水産庁資源

管理部国際課）

◇農山漁村活性化推進本部の開催について

（農村振興局企画部農村政策課）

◇ BSE患畜（29例目）に関する情 報

（BSE29例目の疫学調査第１報）（消費・安

全局動物衛生課）

◇生鮮野菜小売価格の調査結果 平成18年

10月第２週（10月10日～10月13日）（消費・

安全局消費・安全政策課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年10

月第２週（10月10日～10月13日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

17日㈫◇日・ソロモン漁業協議の結果について（水

産庁資源管理部国際課海外漁業協力室）

◇平成18年度（第45回）農林水産祭天皇杯

等の選賞について（大臣官房総務課）

◇「食料・農業・農村政策審議会総合食料

分科会食品リサイクル小委員会（第９回）、

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会食

品リサイクル専門委員会（第３回）の合同

会合（第２回）」の開催と一般傍聴者の募集

について（総合食料局食品産業企画課食品

環境対策室）

◇平成18年産麦の検査結果（速報値）（平成

18年９月末日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇平成18年産米の検査結果（速報値）（平成

18年９月末日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

18日㈬◇小林農林水産事務次官の海外出張につい

て（22～25日、中国・北京）（大臣官房国際

部国際政策課）

◇水産政策審議会第10回漁港漁場整備分科

会の結果について（水産庁漁港漁場整備部

計画課）

◇第24回コーデックス連絡協議会の概要

（厚生労働省、消費・安全局国際基準課）

19日㈭◇漁業法第58条第１項の規定に基づく中型

さけ・ます流し網漁業（日本海の海域）の

告示案についての意見・情報の募集につい

て（水産庁資源管理部遠洋課）

◇日中林業担当局庁の長による定期対話に

ついて（林野庁森林整備部計画課海外林業

協力室）

◇ BSE患畜（29例目）に関する情 報

（BSE29例目の疫学調査第２報）（消費・安

全局動物衛生課）

◇低気圧による平成18年10月４日から９日

までの暴風と大雨による被害農林業者等に

対する資金の円滑な融通及び既貸付金の償

還猶予等について（依頼）（経営局経営政策

課、水産庁漁政部水産経営課）

◇平成18年度リデュ－ス・リユース・リサ

イクル推進功労者等表彰の結果発表につい

て（総合食料局食品産業企画課食品環境対

策室）

◇「砂糖の価格調整に関する法律施行規則

の一部を改正する省令案についての意見・

情報の募集」の結果について（生産局特産

振興課）

◇公聴会議長の変更について（消費・安全

局植物防疫課）

◇砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律

第19条第１項及び第33条第１項の農林水産

大臣が指定する地域を定める告示案等につ

いての意見・情報の募集」の結果について

（生産局特産振興課）

20日㈮◇食料・農業・農村政策審議会農村振興分

科会農業農村整備部会平成18年度第５回企

画小委員会の開催について（農村振興局企

画部事業計画課）

◇第１回木材産業の体制整備及び木材市場

の形成・拡大に向けた基本方針検討委員会

の概要について（林野庁林政部木材産業課）

◇10月に発生した低気圧による被災地への

山本農林水産副大臣の現地調査について

（水産庁漁港漁場整備部防災漁村課水産施

設災害対策室）

◇10月に発生した低気圧による被災地への

国井農林水産副大臣の現地調査について
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（水産庁漁港漁場整備部防災漁村課水産施

設災害対策室）

◇シンポジウム『アイゴを食べて藻場を回

復しよう』の開催について（水産庁漁港漁

場整備部整備課）

◇先端技術を活用した農林水産研究高度化

事業の研究課題の公募について（全国領域

設定型研究のうちリスク管理型平成18年度

第２回）（農林水産技術会議事務局先端産業

技術研究課産学連携研究推進室）

◇企業等の農業参入の状況について（平成

18年９月１日現在）（経営局構造改善課）

◇農業・農村に関する意見交換会「水土里

（みどり）のカレッジミーティング」の開

催について（農村振興局整備部設計課）

23日㈪◇麦製品等の取引価格の推移（平成18年９

月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇平成18年９月の国内産米穀の卸・小売価

格の概況について（総合食料局食糧部計画

課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年10

月第３週（10月16日～10月20日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

24日㈫◇第11回日韓漁業取締実務者協議の結果に

ついて（水産庁資源管理部管理課指導監督

室）

◇第15回 PICES年次会合の結果について

（水産庁増殖推進部研究指導課）

◇アサリ、まつたけ等の表示に関する緊急

特別調査の結果（８～９月分）について（概

要）（消費・安全局表示・規格課食品表示・

規格監視室）

◇食料・農業・農村政策審議会総合食料分

科会 食品リサイクル小委員会（第９回）

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会

食品リサイクル専門委員会（第３回）合同

会合（第２回）（総合食料局食品産業企画課）

◇平成19・20年度競争参加資格審査申請に

ついて（大臣官房地方課、農村振興局整備

部設計課）

◇しいたけの表示に関する特別調査の実施

について（消費・安全局表示・規格課食品

表示・規格監視室）

25日㈬◇北部暫定水域周辺海域での韓国漁船の重

点取締について（水産庁資源管理部管理課

指導監督室）

◇太平洋広域漁業調整委員会及び各部会の

開催結果について（水産庁資源管理部管理

課資源管理推進室、仙台漁業調整事務所）

◇平成18年度第２回サンゴ増養殖技術検討

委員会の開催について（水産庁漁港漁場整

備部整備課）

◇「日中林業担当局庁の長による定期対話」

の結果概要について（林野庁森林整備部計

画課海外林業協力室）

◇林政審議会の委員の公募について（林野

庁林政部林政課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（平成18年９月１日～平成18年９月30

日異動情報提供分）（農林水産技術会議事務

局技術安全課、生産局畜産部畜産振興課生

産技術室）

26日㈭◇北方四島周辺水域における日本漁船の操

業に関する協定に基づく協議の結果につい

て（水産庁資源管理部国際課）

◇第15回水産政策審議会企画部会の資料に

ついて（水産庁漁政部企画課）

◇輸入手続停止前の未通関の米国産牛肉の

取扱いについて（厚生労働省、消費・安全

局動物衛生課）

◇日ブルネイ経済連携協定の第３回交渉会

合の開催について（大臣官房国際部国際経

済課）

◇平成18年台風７号～13号等による山地災

害に関する災害関連緊急治山等事業の採択

について（林野庁森林整備部治山課山地災

害対策室）

◇小林農林水産事務次官の中国訪問結果に

ついて（大臣官房国際部国際政策課）

◇第25回コーデックス連絡協議会の開催及

び一般傍聴の募集について（厚生労働省、

消費・安全局国際基準課）

◇ニュースレター「集約化・提案型施業 か

わら版」の発行について（林野庁林政部経

営課）

◇平成18年度果実の輸出に関する交流会の

開催及び参加者募集について（生産局果樹

花き課）

◇高病原性鳥インフルエンザに関する特定

家畜伝染病防疫指針の一部変更案について

の意見・情報の募集について（消費・安全
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局動物衛生課）

27日㈮◇第９回日韓漁業共同委員会第１回小委員

会の結果について（水産庁資源管理部国際

課）

◇水産庁漁業調査船開洋丸による大型クラ

ゲの駆除モニタリング等技術開発調査の実

施について（水産庁増殖推進部漁場資源課）

◇北朝鮮産水産物の輸入禁止に係る影響緩

和措置について（水産庁漁政部加工流通課）

◇地方農政局長会議の開催について（大臣

官房地方課）

◇平成17年度農畜水産物に係るダイオキシ

ン類の実態調査の結果について（水産庁増

殖推進部漁場資源課、消費・安全局畜水産

安全管理課、農産安全管理課）

◇平成18年度政策の実績評価における目標

（案）に対する意見・情報の募集結果（大

臣官房企画評価課）

◇「立ち上がる農山漁村」シンポジウム in
 

Kyotoの開催について（農村振興局企画部

農村政策課）

30日㈪◇食料・農業・農村政策審議会消費・安全

分科会家畜衛生部会第６回牛豚等疾病小委

員会の開催について（消費・安全局動物衛

生課）

◇「食と農の扉」第２号発行について（農

林水産技術会議事務局技術政策課）

◇福井農林水産大臣政務官の海外出張につ

いて（31～11月３日、タイ・チェンマイ）

（生産局果樹花き課花き対策室）

◇有機農産物等の日本農林規格の改正案に

ついての意見・情報（パブリック・コメン

ト）の募集結果の公表について（消費・安

全局表示・規格課）

◇政府所有の米国産米に対する遺伝子組換

え米の混入検査の結果について（最終報）

（総合食料局食糧部消費流通課）

◇食品流通の電子商取引等に関する意識・

意向調査結果（大臣官房情報課）

◇国産水産物の消費等に関する意識・意向

調査結果（大臣官房情報課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年10

月第４週（10月23日～10月27日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

31日㈫◇水産物の市況について（平成18年10月及

び11月）（水産庁漁政部加工流通課）

◇北太平洋溯河性魚類委員会（NPAFC）第

14回年次会議の結果について（水産庁資源

管理部国際課）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局畜水産安

全管理課）

◇平成18年産米の検査結果（速報値）（平成

18年10月15日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇平成18年産麦の検査結果（速報値）（平成

18年10月15日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇「先端技術を活用した農林水産研究高度

化事業成果発表会」の開催について（農林

水産技術会議事務局先端産業技術研究課産

学連携研究推進室）

◇間伐・間伐材利用コンクールについて（林

野庁森林整備部整備課造林間伐対策室）

法令>

10月２日㈪◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第82号）を公布（同日施

行）

26日㈭◇農業災害補償法施行規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第83号）を公布（平

成19年１月１日施行）

27日㈮◇公職選挙法施行令の一部を改正する政令

（政令第337号）を公布（平成18年11月１日

施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行）

11 月

11月１日㈬◇第１種特定海洋生物資源の採捕の数量等

の公表について（水産庁資源管理部管理課）

◇食料・農業・農村政策審議会消費・安全

分科会家畜衛生部会第６回牛豚等疾病小委

員会の概要について（消費・安全局動物衛

生課）

◇主要食料品の小売価格の見通し等（消

費・安全局消費・安全政策課）

◇第３回食肉の表示に関する検討会の概要

について（生産局畜産部食肉鶏卵課）

２日㈭◇地方農政局長会議の概要について（大臣

官房地方課）

◇日本・チリ経済連携協定（EPA）第５回
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交渉について（大臣官房国際部国際経済課）

◇松岡農林水産大臣の海外出張について

（６～10日、スイス、ベルギー、フランス）

◇2006年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調査

（JARPN Ⅱ）沿岸域調査（釧路沖鯨類捕

獲調査）の終了について（水産庁資源管理

部遠洋課）

◇平成17年度末の漁村における汚水処理人

口普及率について（水産庁漁港漁場整備部

防災漁村課）

◇米の農産物検査等検討会（第２回）の開

催について（総合食料局食糧部消費流通課）

◇海外日本食レストラン認証有識者会議の

設置について（総合食料局食品産業振興課

外食産業室）

６日㈪◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

依頼について（消費・安全局畜水産安全管

理課）

◇第４回国産輸送用バイオ燃料推進本部の

開催について（大臣官房環境政策課資源循

環室）

◇南極の海洋生物資源の保存に関する委員

会（CCAMLR）第25回年次会合の結果の概

要について（水産庁資源管理部国際課）

◇水産政策審議会第28回資源管理分科会及

び第１回一斉更新小委員会の開催について

（水産庁漁政部漁政課、漁政部企画課）

◇食料・農業・農村政策審議会農村振興分

科会農業農村整備部会平成18年度第６回企

画小委員会の開催について（農村振興局企

画部事業計画課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年11

月第１週（10月30日～11月２日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

７日㈫◇平成18年度全国資源管理推進会議の開催

について（水産庁資源管理部管理課資源管

理推進室）

◇地方自治体が主催する若者及び保護者対

象の就職支援セミナーへの農林水産省担当

官の派遣について（経営局普及・女性課）

◇「競馬法施行規則の一部改正案について

の意見・情報の募集」の結果について（生

産局畜産部競馬監督課）

８日㈬◇米国産牛肉の混載事例について（厚生労

働省、消費・安全局動物衛生課）

◇第７回バイオマス・ニッポン総合戦略推

進会議の開催について（大臣官房環境政策

課資源循環室）

◇平成18年度第３回農地・農業用水等の資

源保全施策検討会の開催について（農村振

興局企画部事業計画課）

◇第１回獣医師の需給に関する検討会の開

催について（消費・安全局畜水産安全管理

課）

９日㈭◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの

結果について（平成18年８月末まで）（消

費・安全局動物衛生課）

◇第１回リスク管理検討会の開催について

（消費・安全局消費・安全政策課）

10日㈮◇農林水産関連企業設備投資動向調査（平

成18年３月31日現在）の結果について（総

合食料局食品産業企画課）

◇ハンガリーからの家きん肉等の輸入停止

措置の解除について（消費・安全局動物衛

生課国際衛生対策室）

◇米国からの家きん、家きん肉等の輸入停

止措置の解除について（消費・安全局動物

衛生課国際衛生対策室）

◇林政審議会施策部会の概要について（林

野庁林政部企画課）

◇「伊勢湾・三河湾イカナゴ資源回復計画」

の作成について（水産庁資源管理部管理課

資源管理推進室）

◇第３回バイオマス・アジアワークショッ

プの開催について（大臣官房環境政策課資

源循環室、独立行政法人産業技術総合研究

所）

◇欧州植物品種庁との植物新品種に関する

審査協力協定の締結について（生産局種苗

課）

◇米の農産物検査等検討会（第２回）の資

料について（総合食料局食糧部消費流通課）

◇松岡農林水産大臣の海外出張について

（12～14日、英国・ロンドン）（林野庁林政

部木材利用課、大臣官房国際部国際政策課）

13日㈪◇平成18年度第２回日本海漁況予報 平成

18年度日本海さば類・マイワシ・ブリ長期

漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資源課、

独立行政法人水産総合研究センター）

◇水産政策審議会第28回資源管理分科会及

び第１回一斉更新小委員会の結果について
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（水産庁漁政部漁政課、漁政部企画課）

◇第１回海洋水産資源開発基本方針専門委

員会の結果について（水産庁漁政部企画課）

◇BSE確定診断の結果について（30例目）

（消費・安全局動物衛生課）

◇第４回全国米粉食品普及推進会議の開催

について（総合食料局食糧部消費流通課流

通加工対策室）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年11

月第２週（11月６日～11月10日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

14日㈫◇2006╱2007年南極海鯨類捕獲調査船団の

出港について（水産庁資源管理部遠洋課）

◇第４回食肉の表示に関する検討会の概要

について（生産局畜産部食肉鶏卵課）

◇小笠原諸島の世界自然遺産候補地地域連

絡会議等の設置について（林野庁森林整備

部研究・保全課森林保全推進室）

◇平成18年産麦の検査結果（速報値）（総合

食料局食糧部消費流通課）

◇平成18年産米の検査結果（速報値）（総合

食料局食糧部消費流通課）

◇米の１人１か月当たり消費量（平成18年

９月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇平成18年８月・９月度の蚕糸業需給・価

格動向（生産局特産振興課）

◇北朝鮮への奢侈品（しゃしひん）の輸出

禁止措置により影響を受ける方への相談窓

口の設置について（大臣官房国際部国際政

策課）

15日㈬◇平成18年度（第45回）農林水産祭「実り

のフェスティバル」の開催について（大臣

官房総務課）

◇普通肥料の検査結果の公表について（消

費・安全局農産安全管理課）

◇「平成18年度田園自然再生活動コンクー

ル」審査結果について（農村振興局企画部

資源課農村環境保全室）

◇農林水産研究開発レポートNo.18「新た

な用途をめざした稲の研究開発 平成18年

度版」の発行について（農林水産技術会議

事務局技術政策課）

◇「Try Japan’s Good Food」事業第２弾

11月17日にメキシコで実施（外務省、大臣

官房国際部国際経済課輸出促進室）

16日㈭◇日韓農林水産技術協力委員会第39次会議

の結果概要について（大臣官房国際部国際

協力課）

◇米国（ニューヨーク州）からの家きん肉

等の輸入一時停止措置について（消費・安

全局動物衛生課国際衛生対策室）

◇平成18年度民間部門農林水産研究開発功

績者表彰受賞者決定ならびに表彰式予定に

ついて（農林水産技術会議事務局研究開発

企画官、研究調査官）

◇構造改革特区計画（第12回）及び地域再

生計画（第５回）の認定について（大臣官

房企画評価課、農村振興局企画部農村政策

課）

◇「生物多様性影響評価検討会総合検討会」

の開催及び傍聴について（農林水産技術会

議事務局技術安全課）

◇山本農林水産副大臣の海外出張について

（～19日、シンガポール、タイ）（大臣官房

国際部国際経済課）

17日㈮◇日ロ漁業取締専門家会合の結果について

（水産庁資源管理部国際課）

◇日中漁業共同委員会準備会合の結果につ

いて（水産庁資源管理部国際課）

◇関税法令遵守の徹底を求める指導文書の

発出について（生産局畜産部食肉鶏卵課）

◇高病原性鳥インフルエンザモニタリング

検査結果について（平成17年10月～平成18

年９月）（消費・安全局動物衛生課）

◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの

結果について（平成18年９月末まで）（消

費・安全局動物衛生課）

◇第１回海外日本食レストラン認証有識者

会議の開催について（総合食料局食品産業

振興課外食産業室）

20日㈪◇第41回国際熱帯木材機関（ITTO）理事会

等の結果について（林野庁林政部木材利用

課木材貿易対策室）

◇平成18年９月豪雨及び10月低気圧豪雨に

よる山地災害に関する災害関連緊急治山等

事業の採択について（林野庁森林整備部治

山課山地災害対策室）

◇第25回コーデックス連絡協議会の概要

（厚生労働省、消費・安全局国際基準課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年11

月第３週（11月13日～11月17日）（消費・安
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全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

21日㈫◇第３回発光ダイオ－ド（LED）普及協議

会の開催について（水産庁増殖推進部研究

指導課、資源管理部沿岸沖合課）

◇第３回水産物供給コスト検討専門委員会

の開催について（水産庁漁政部加工流通課）

◇「まぐろの需給情報」（水産庁漁政部加工

流通課）

◇緊急需給調整の実施について（生産局野

菜課）

◇林業用手持機械の振動・騒音測定値につ

いて（林野庁森林整備部研究・保全課技術

開発推進室）

◇気候変動枠組条約第12回締約国会議等の

結果について（林野庁森林整備部研究・保

全課、森林整備部計画課海外林業協力室）

◇「食料・農業・農村政策審議会総合食料

分科会食品リサイクル小委員会（第10回）、

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会食

品リサイクル専門委員会（第４回）の合同

会合（第３回）」の開催と一般傍聴者の募集

について（総合食料局食品産業企画課食品

環境対策室）

◇食料・農業・農村政策審議会消費・安全

分科会第６回家畜衛生部会の開催について

（消費・安全局動物衛生課）

22日㈬◇平成18年度「国有林野事業業務研究発表

会」（第39回）の開催について（林野庁国有

林野部業務課）

◇第２回湖沼漁場改善技術検討委員会の開

催について（水産庁漁港漁場整備部計画課）

◇水産政策審議会第11回漁港漁場整備分科

会の開催について（水産庁漁港漁場整備部

計画課）

◇第１回漁船設備基準検討作業部会の結果

について（水産庁漁政部企画課）

◇輸入麦の売渡制度について（総合食料局

食糧部食糧貿易課）

◇平成19年度競争的研究資金制度の説明会

について（農林水産技術会議事務局先端産

業技術研究課産学連携研究推進室）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成18年10

月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇平成18年10月の国内産米穀の卸・小売価

格の概況について（総合食料局食糧部計画

課）

◇平成18年度先端技術を活用した農林水産

研究高度化事業（リスク管理型）の新規採

択課題の決定について（農林水産技術会議

事務局先端産業技術研究課産学連携研究推

進室）

24日㈮◇公定規格に定める含有が許される水銀の

最大量を超えた汚泥発酵肥料に係る報告徴

収について（消費・安全局農産安全管理課）

◇農林水産省高病原性鳥インフルエンザ対

策本部の開催について（消費・安全局動物

衛生課）

◇第９回日韓漁業共同委員会第２回小委員

会の結果について（水産庁資源管理部国際

課）

◇日本食・日本食材普及パンフレットにつ

いて－The Delight of Japanese Food－

（大臣官房国際部国際経済課輸出促進室）

◇韓国からの家きん肉等の輸入一時停止措

置について（消費・安全局動物衛生課国際

衛生対策室）

◇「農山漁村活性化戦略」について（農村

振興局企画部農村政策課）

◇食料・農業・農村政策審議会総合食料分

科会食糧部会資料一覧（総合食料局食料企

画課、食糧部計画課、食糧部食糧貿易課、

食糧部消費流通課、生産局農産振興課）

27日㈪◇漁業関係決議に関する国連非公式協議の

結果について（水産庁資源管理部国際課）

◇農林水産省高病原性鳥インフルエンザ対

策本部の決定事項について（消費・安全局

動物衛生課）

◇大西洋まぐろ類保存国際委員会

（ICCAT）第15回特別会合（年次会合）の

結果について（水産庁資源管理部国際課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年11

月第４週（11月20日～11月24日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

28日㈫◇日インドネシア EPA（農林水産分野）の

大筋合意について（大臣官房国際部国際経

済課）

◇「食料・農業・農村政策審議会総合食料

分科会食品リサイクル小委員会（第10回）

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会食

品リサイクル専門委員会（第４回）合同会
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合（第３回）」資料一覧（総合食料局食品産

業企画課）

◇海外日本食レストランの認証に関する意

見募集について～メールボックス（意見募

集窓口）を開設しました～（総合食料局食品

産業振興課外食産業室）

◇タイ王国産マハチャノ種のマンゴウの生

果実の輸入解禁について（消費・安全局植

物防疫課）

◇第１回水稲平年収量に関する検討会開催

のお知らせ（大臣官房統計部生産流通消費

統計課）

29日㈬◇水産政策審議会第11回漁港漁場整備分科

会の結果について（水産庁漁港漁場整備部

計画課）

◇全国の野生鳥獣類による農作物被害状況

について（平成17年度）（生産局農産振興課

技術対策室）

30日㈭◇平成18年度「国有林野事業業務研究発表

会」（第39回）の開催結果について（林野庁

国有林野部業務課）

◇松岡農林水産大臣の海外出張について

（～12月３日、スイス）（大臣官房国際部国

際政策課）

◇水産物の市況について（平成18年11月及

び12月）（水産庁漁政部加工流通課）

◇飼料原料となる魚粉へのマラカイトグリ

ーン及びロイコマラカイトグリーンの混入

について（消費・安全局畜水産安全管理課）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局畜水産安

全管理課）

◇バイオマスタウン構想の公表（第16回）

について（大臣官房環境政策課資源循環室）

◇平成18年度病害虫発生予報第８号（消

費・安全局植物防疫課）

◇「平成18年度土地改良事業地区営農推進

優良事例」表彰式について（農村振興局企

画部資源課）

◇「米穀の需給及び価格の安定に関する基

本指針」の公表について（総合食料局食糧

部計画課）

法令>

11月１日㈬◇平成13年９月11日のアメリカ合衆国にお

いて発生したテロリストによる攻撃等に対

応して行われる国際連合憲章の目的達成の

ための諸外国の活動に対して我が国が実施

する措置及び関連する国際連合決議等に基

づく人道的措置に関する特別措置法の一部

を改正する法律（法律第99号）を公布（同

日施行）

◇肥料取締法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第84号）を公布（平成18

年12月１日施行）

６日㈪◇遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ

る生物の多様性の確保に関する法律施行規

則の一部を改正する省令（財務省・文部科

学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業

省・環境省令第１号）を公布（平成18年12

月１日施行）

７日㈫◇競馬法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第85号）を公布（同日施行）

９日㈭◇農業災害補償法施行規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第86号）を公布（平

成19年４月１日施行）

15日㈬◇平成18年９月15日から同月20日までの間

の暴風雨及び豪雨による災害についての激

甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の

指定に関する政令（政令第359号）を公布（同

日施行）

22日㈬◇ドミニカ移住者に対する特別一時金の支

給等に関する法律（法律第103号）を公布（公

布の日から起算して３月を超えない範囲内

において政令で定める日から施行。ただし、

第11条の規定は、公布の日から起算して４

月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行）

◇地方自治法施行令の一部を改正する政令

（政令第361号）を公布（平成19年４月１日

施行。ただし、第157条の次に一条を加える

改正規定、第169条の３の改正規定、第220

条第１項の表第231条の２第３項及び第５

項の項の次に一項を加える改正規定、同表

第238条の５第３項及び第５項の項の改正

規定、同条第２項の表の改正規定及び第224

条第３項の表の改正規定並びに附則第16条

中地方公営企業法施行令（昭和27年政令第

403号）第26条の５の改正規定、附則第20条

中市町村の合併の特例等に関する法律施行

令（平成17年政令第55号）附則第２条の規

定によりなおその効力を有するものとされ
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る旧市町村の合併の特例に関する法律施行

令（昭和40年政令第52号）第10条の６の表

第238条の４第６項の項の次に一項を加え

る改正規定及び附則第22条中市町村の合併

の特例等に関する法律施行令第44条の表第

238条の４第６項の項の次に一項を加える

改正規定は、平成18年11月24日から施行）

27日㈪◇容器包装に係る分別収集及び再商品化の

促進等に関する法律施行令の一部を改正す

る政令（政令第365号）を公布（容器包装に

係る分別収集及び再商品化の促進等に関す

る法律の一部を改正する法律（平成18年法

律第76号）の施行の日（平成19年４月１日）

から施行）

28日㈫◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第87号）を公布（同日施

行）

12 月

12月１日㈮◇緊急需給調整の実施について（生産局野

菜課）

◇水産政策審議会第26回施策部会の結果に

ついて（水産庁漁政部企画課）

◇ BSE患畜（30例目）に関する情 報

（BSE30例目の疫学調査第１報）（消費・安

全局動物衛生課）

◇主要食料品の小売価格の見通し等（消

費・安全局消費・安全政策課）

◇平成18年産米の検査結果（速報値）（平成

18年11月15日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇動物用医薬品等取締規則の一部改正につ

いての意見・情報の募集結果について（消

費・安全局畜水産安全管理課）

◇豪州産農産物の関税が撤廃された場合の

影響（試算）（大臣官房国際部国際経済課）

４日㈪◇関東農政局による「牛の個体識別のため

の情報の管理及び伝達に関する特別措置

法」違反に対する告発について（消費・安

全局畜水産安全管理課）

◇ BSE患畜（30例目）に関する情 報

（BSE30例目の疫学調査第２報）（消費・安

全局動物衛生課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年11

月第５週（11月27日～12月１日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

５日㈫◇食料・農業・農村政策審議会農村振興分

科会農業農村整備部会平成18年度第７回企

画小委員会の開催について（農村振興局企

画部事業計画課）

◇動物用医薬品の使用の規制に関する省令

の一部改正案についての意見・情報の募集

（消費・安全局畜水産安全管理課）

◇「農薬取締法第13条の規定による報告及

び検査に関する省令の一部を改正する省令

案」及び「農薬取締法施行規則の一部を改

正する省令案」に関する意見・情報の募集

について（消費・安全局農産安全管理課農

薬対策室）

◇品目横断的経営安定対策の秋期加入申請

状況（速報値）について（経営局経営政策

課）

◇植物防疫法施行規則の一部改正等（アメ

リカ合衆国産ポテトチップ加工用ばれいし

ょ生塊茎の輸入再開）についての意見・情

報の募集について（消費・安全局植物防疫

課）

６日㈬◇緊急需給調整の実施について（生産局野

菜課）

◇第１回2008年漁業センサス研究会の開催

のお知らせ（大臣官房統計部経営・構造統

計課センサス統計室）

◇「Try Japan’s Good Food」事業第３弾

12月７日にシドニーで実施（外務省、大臣

官房国際部国際経済課輸出促進室）

７日㈭◇第２回海洋水産資源開発基本方針専門委

員会の開催について（水産庁漁政部企画課）

◇米国産牛肉の混載事例に関する米国農務

省の調査報告書の提出について（厚生労働

省、消費・安全局動物衛生課）

◇動物用生物学的製剤基準の一部改正案に

ついての意見・情報の募集（消費・安全局

畜水産安全管理課）

◇「生物多様性影響評価検討会総合検討会」

の開催及び傍聴について（農林水産技術会

議事務局技術安全課）

◇持続的養殖生産確保法施行規則の一部を

改正する省令案についての意見・情報の募

集（消費・安全局畜水産安全管理課）

◇水産資源保護法施行規則の一部を改正す

る省令案についての意見・情報の募集（消
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費・安全局畜水産安全管理課）

８日㈮◇農林水産省本省「消費者の部屋」の平成

19年前期特別展示スケジュールについて

（消費・安全局消費者情報官）

◇米国産牛肉の混載事例に関する米国農務

省の調査報告書の仮訳の公表について（厚

生労働省、消費・安全局動物衛生課）

◇第６回「第１種使用規程承認組換え作物

栽培実験指針」検討会の開催及び傍聴につ

いて（農林水産技術会議事務局技術安全課）

◇キャベツ及びカンキツの総合的病害虫・

雑草管理（IPM）実践指標モデル案につい

ての意見・情報の募集結果について（消費・

安全局植物防疫課）

◇第１回中長期的な展望に立った海岸保全

検討会の開催について（農村振興局整備部

防災課、水産庁漁港漁場整備部防災漁村課、

国土交通省）

◇BSE確定診断の結果について（31例目）

（消費・安全局動物衛生課）

◇平成16年の農作業死亡事故は413件－平

成17年度農作業事故調査（死亡小票調査）－

（生産局農産振興課）

◇輸出用木材こん包材消毒実施要領の一部

改正案についての意見・情報の募集につい

て（消費・安全局植物防疫課）

11日㈪◇「Try Japan’s Good Food」事業 アラ

ブ首長国連邦とホノルルで実施（外務省、

大臣官房国際部国際経済課輸出促進室）

◇「顔の見える木材での家づくり」に関す

る事例調査の結果について（林野庁林政部

木材産業課）

◇農業資材審議会飼料分科会家畜栄養部会

の開催及び一般傍聴について（消費・安全

局畜水産安全管理課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年12

月第１週（12月４日～12月８日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

◇第１回「農村におけるソーシャル・キャ

ピタル研究会～社会的なつながりの維持・

再生に向けて～」の開催について（農村振

興局企画部農村政策課）

12日㈫◇「食品容器包装のリサイクルに関する懇

談会（第17回）」の開催について（総合食料

局食品産業企画課食品環境対策室）

◇平成18年度の「その他の乳製品」の関税

割当公表（第２次）について（大臣官房国

際部国際経済課）

◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律施行規則の一部を改正する省

令案（有機農産物及び有機加工食品につい

て「日本農林規格による格付の制度と同等

の水準にあると認められる格付の制度を有

している国」へのアルゼンチンの追加））に

対する意見・情報（パブリック・コメント）

の募集結果の公表について（消費・安全局

表示・規格課）

13日㈬◇第２回海洋水産資源開発基本方針専門委

員会の結果について（水産庁漁政部企画課）

◇国際海事機関・第82回海上安全委員会

（IMO/MSC）結果概要（「海上抗議活動に

関する行動規範」の策定について）（水産庁

資源管理部遠洋課）

◇米の１人１か月当たり消費量（平成18年

10月分）（総合食料局食糧部計画課）

14日㈭◇日ロ漁業委員会第23回会議の結果につい

て（水産庁資源管理部国際課）

◇中国底びき網漁船の拿捕について（水産

庁資源管理部管理課指導監督室）

15日㈮◇「地域に根ざした食育コンクール2006」

審査結果の公表及び発表会の開催について

（消費・安全局消費者情報官）

◇商品取引員の法令遵守体制等の一斉点検

の結果及び主務省の対応について（総合食

料局商品取引監理官、経済産業省）

◇植物の新品種の保護に関する国際条約

（UPOV条約）へのベトナムの新規加盟に

ついて（生産局種苗課）

◇平成18年国内産米穀のカドミウム含有状

況の調査結果について（消費・安全局農産

安全管理課）

◇平成18年産米の検査結果（速報値）（総合

食料局食糧部消費流通課）

◇「日豪 EPAの交渉入りに当たって（大臣

談話）」（大臣官房国際部国際経済課）

◇「農林水産省環境報告書2006」の公表に

ついて（大臣官房環境政策課）

16日㈯◇中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）

第３回年次会合の結果について（水産庁資

源管理部国際課）

18日㈪◇平成18年度第２回太平洋イワシ・アジ・
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サバ等長期漁海況予報（水産庁増殖推進部

漁場資源課、独立行政法人水産総合研究セ

ンター）

◇輸入手続停止前の未通関の米国産牛肉の

取扱いについて（厚生労働省、消費・安全

局動物衛生課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年12

月第２週（12月11日～12月15日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

◇「農林水産省所管の研究資金に係る研究

活動の不正行為への対応ガイドライン」の

策定及び告発受付窓口の設置について（農

林水産技術会議事務局技術政策課）

◇第５回食肉の表示に関する検討会の概要

について（生産局畜産部食肉鶏卵課）

19日㈫◇動物検疫所広報キャンペーンのお知らせ

（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室、

動物検疫所成田支所）

◇「食料・農業・農村政策審議会総合食料

分科会食品リサイクル小委員会（第11回）、

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会食

品リサイクル専門委員会（第５回）の合同

会合（第４回）」の開催と一般傍聴者の募集

について（総合食料局食品産業企画課食品

環境対策室）

◇「東アジア食品産業活性化戦略（東アジ

ア食品産業共同体構想）会議（第３回）」の

開催及び傍聴について（総合食料局食品産

業企画課）

20日㈬◇第３回木材産業の体制整備及び木材市場

の形成・拡大に向けた基本方針検討委員会

の概要について（林野庁林政部木材産業課）

◇木材等輸出戦略検討会（論点整理）につ

いて（林野庁林政部木材利用課）

◇平成19年度農林水産関係税制改正予定事

項について（経営局総務課調整室）

◇日・セネガル政府間漁業協議の結果につ

いて（水産庁資源管理部国際課海外漁業協

力室）

◇シンポジウム『ウニを獲って藻場を回復

しよう』の開催について（水産庁漁港漁場

整備部整備課、独立行政法人水産総合研究

センター）

◇高病原性鳥インフルエンザモニタリング

検査結果について（平成17年10月～平成18

年10月）（消費・安全局動物衛生課）

◇平成19年度農業農村整備事業予算 一次

内示の概要（農村振興局整備部設計課）

◇平成18砂糖年度１月－３月期における砂

糖及び異性化糖の需給見通し（生産局特産

振興課）

◇牛肉及び牛肉加工品の原産地等の表示の

特別調査結果（第２回とりまとめ）の概要

について（消費・安全局表示・規格課食品

表示・規格監視室）

◇平成18年産米穀の特別調査の実施につい

て（消費・安全局表示・規格課食品表示・

規格監視室）

◇普通肥料の検査結果の公表について（消

費・安全局農産安全管理課）

◇第５回食肉の表示に関する検討会の概要

について（生産局畜産部食肉鶏卵課）

21日㈭◇平成19年度予算事務折衝の主要項目（大

臣官房予算課）

◇「生物多様性影響評価検討会総合検討会」

の開催及び傍聴について（農林水産技術会

議事務局技術安全課）

◇日ブルネイ EPA（農林水産分野）の大筋

合意について（大臣官房国際部国際経済課）

◇2006年10大農林水産研究成果について

（農林水産技術会議事務局技術政策課）

◇高病原性鳥インフルエンザに関する特定

家畜伝染病防疫指針の一部変更案について

の意見・情報の募集について（消費・安全

局動物衛生課）

22日㈮◇平成19年度農林水産省予算内示額の局別

要求（大臣官房予算課）

◇平成19年度予算大臣折衝関係項目の説明

等（大臣官房予算課）

◇「主要木材の短期需給見通し（平成19年

第１四半期及び平成19年第２四半期）」につ

いて（林野庁林政部木材利用課）

◇平成18年度バイオマス利活用優良表彰の

選賞及び農林水産大臣賞表彰式の開催につ

いて（農村振興局企画部農村政策課農村整

備総合調整室）

◇平成19年度農林水産予算内示額の局別概

要（事務折衝結果）（大臣官房予算課）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局畜水産安

全管理課）
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◇遊休農地の有効活用（不在村地主への広

報活動）について（経営局構造改善課）

◇平成18年11月の国内産米穀の卸・小売価

格の概況について（総合食料局食糧部計画

課）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成18年11

月分）（総合食料局食糧部計画課）

23日㈯◇第９回日韓漁業共同委員会の結果につい

て（水産庁資源管理部国際課）

24日㈰◇平成19年度農林水産予算主要施策別概算

決定の概要について（大臣官房予算課）

◇平成19年度農林水産予算概算決定の概要

について（大臣官房予算課）

◇平成19年度組織改正の主要事項について

（大臣官房文書課）

25日㈪◇韓国漁船の乗組員救助について（水産庁

資源管理部管理課）

◇熊本県が「熊本県ヒラメ資源回復計画」

を作成（水産庁資源管理部管理課資源管理

推進室、熊本県）

◇地域バイオマス発見活用促進事業の実施

について（大臣官房環境政策課）

◇ BSE患畜（31例目）に関する情 報

（BSE31例目の疫学調査第１報）（消費・安

全局動物衛生課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年12

月第３週（12月18日～12月22日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

26日㈫◇「東アジア食品産業活性化戦略（東アジ

ア食品産業共同体構想）基本方針」及び「同

実行計画」の公表について（総合食料局食

品産業企画課）

◇平成17年度林業機械保有状況調査結果の

概要について（林野庁森林整備部研究・保

全課技術開発推進室）

◇食料・農業・農村政策審議会総合食料分

科会 第11回食品リサイクル小委員会中央

環境審議会廃棄物・リサイクル部会 第５

回食品リサイクル専門委員会 第４回合同

会合配付資料一覧（総合食料局食品産業企

画課）

◇東アジア食品産業活性化戦略（東アジア

食品産業共同体構想）会議（第３回）資料

一覧（総合食料局食品産業企画課）

◇アルゼンチン共和国産グレープフルーツ

の生果実に係る農林水産大臣が定める基準

を一部改正することについての意見・情報

の募集について（消費・安全局植物防疫課）

27日㈬◇第２回都市と農山漁村の新たな共生・対

流システムのあり方検討委員会の開催につ

いて（お知らせ）（農村振興局企画部農村政

策課都市農業・地域交流室）

◇ BSE患畜（31例目）に関する情 報

（BSE31例目の疫学調査第２報）（消費・安

全局動物衛生課）

◇食料・農業・農村政策審議会総合食料分

科会食品リサイクル小委員会（第11回）中

央環境審議会廃棄物・リサイクル部会食品

リサイクル専門委員会（第５回）合同会合

（第４回）で議場配布された追加資料につ

いて（総合食料局食品産業企画課食品環境

対策室）

◇「再就職状況の公表」及び「認可法人、

公益法人役員への就任に係る報告状況の公

表」について（大臣官房秘書課）

28日㈭◇水産物の市況について（平成18年12月及

び平成19年１月）（水産庁漁政部加工流通

課）

◇「農山漁村活性化戦略」について（農村

振興局企画部農村政策課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（平成18年10月１日～平成18年10月31

日異動情報提供分）（農林水産技術会議事務

局技術安全課、生産局畜産部畜産振興課生

産技術室）

◇「食料・農業・農村政策審議会総合食料

分科会食品リサイクル小委員会のとりまと

め(案)」についての意見・情報の募集につ

いて（総合食料局食品産業企画課食品環境

対策室）

法令>

12月１日㈮◇動物用医薬品等取締規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第88号）を公布（同

日施行）

◇動物用医薬品の使用の規制に関する省令

の一部を改正する省令（農林水産省令第89

号）を公布（同日施行）

◇小売業に属する事業を行う者の容器包装

の使用の合理化による容器包装廃棄物の排

出の抑制の促進に関する判断の基準となる
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べき事項を定める省令（財務省・厚生労働

省・農林水産省・経済産業省令第１号）を

公布（容器包装に係る分別収集及び再商品

化の促進等に関する法律の一部を改正する

法律（平成18年法律第76号）の施行の日（平

成19年４月１日）から施行）

◇小売業に属する事業を行う容器包装多量

利用事業者の定期の報告に関する事項を定

める省令（財務省・厚生労働省・農林水産

省・経済産業省令第２号）を公布（容器包

装に係る分別収集及び再商品化の促進等に

関する法律の一部を改正する法律（平成18

年法律第76号）の施行の日（平成19年４月

１日）から施行）

◇容器包装に係る分別収集及び再商品化の

促進等に関する法律施行規則の一部を改正

する省令（財務省・厚生労働省・農林水産

省・経済産業省・環境省令第３号）を公布

（容器包装に係る分別収集及び再商品化の

促進等に関する法律の一部を改正する法律

（平成18年法律第76号）の施行の日（平成

19年４月１日）から施行）

５日㈫◇商品取引所法施行規則の一部を改正する

省令（農林水産省・経済産業省令第５号）

６日㈬◇消費生活用製品安全法の一部を改正する

法律（法律第104号）を公布（公布の日から

起算して６月を超えない範囲内において政

令で定める日から施行）

12日㈫◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第90号）を公布（同日施

行）

14日㈭◇指定漁業の許可及び取締り等に関する省

令及び承認漁業等の取締りに関する省令の

一部を改正する省令（農林水産省令第91号）

を公布（同日施行）

15日㈮◇独立行政法人農畜産業振興機構の業務運

営並びに財務及び会計に関する省令等の一

部を改正する省令（農林水産省令第92号）

を公布（平成19年４月１日施行。ただし、

第２条の規定は、公布の日から施行）

◇信託法の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律（法律第109号）を公布（新信託

法の施行の日から施行。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行）

◇有機農業の推進に関する法律（法律第112

号）を公布（同日施行）

◇食料・農業・農村政策審議会令の一部を

改正する政令（政令第383号）を公布（同日

施行）

◇預金保険法施行令等の一部を改正する政

令（政令第384号）を公布（同日施行）

20日㈬◇道州制特別区域における広域行政の推進

に関する法律（法律第116号）を公布（公布

の日から起算して６月を超えない範囲内に

おいて政令で定める日から施行。ただし、

第３章第２節の規定は、平成19年４月１日

から施行）

◇観光立国推進基本法（法律第117号）を公

布（平成19年１月１日施行）

22日㈮◇北方地域旧漁業権者等に対する特別措置

に関する法律の一部を改正する法律（法律

第122号）を公布（平成20年４月１日施行）

◇国有財産の効率的な活用を推進するため

の国有財産法等の一部を改正する法律の一

部の施行に伴う関係政令の整備等に関する

政令（政令第394号）を公布（平成19年１月

22日施行）

25日㈪◇農林水産省組織規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第93号）を公布（平成19

年１月１日施行。ただし、別表第３中国四

国農政局の項の改正規定は同月22日から、

同表福岡農政事務所の項の改正規定は同月

29日から施行）

◇商品取引所法施行規則の一部を改正する

省令（農林水産省・経済産業省令第６号）

を公布（平成19年１月１日施行）

27日㈬◇牛乳乳製品統計調査規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第94号）を公布（平

成19年１月１日施行）

１ 月

１月５日㈮◇主要食料品の小売価格の見通し等（消

費・安全局消費・安全政策課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成18年12

月第４週（12月25日～12月28日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

◇松岡農林水産大臣の海外出張について

（８～16日、フランス、アメリカ、ベルギ

ー）（大臣官房国際部国際政策課）
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９日㈫◇農林水産省知的財産戦略本部（第４回）

の開催について（大臣官房企画評価課）

◇林政審議会の委員の改選について（林野

庁林政部林政課）

10日㈬◇平成18年度第４回農地・農業用水等の資

源保全施策検討会の開催について（農村振

興局企画部事業計画課）

◇「小売業や外食産業等におけるモデル実

証事業」実証結果発表会の開催について（消

費・安全局消費者情報官）

◇和牛等特色ある食肉の表示に関するガイ

ドライン（案）についての意見・情報の募

集（生産局畜産部食肉鶏卵課）

11日㈭◇国内における高病原性鳥インフルエンザ

が疑われる事例の発生について（消費・安

全局動物衛生課）

◇日・ベトナム経済連携協定の第１回交渉

会合について（大臣官房国際部国際経済課）

12日㈮◇「モントリオール・プロセス」事務局の

我が国への移転について（林野庁森林整備

部計画課海外林業協力室）

◇「地域中小企業サポーターズサミット準

備会議（キックオフ会合）」の開催について

（総合食料局食品産業企画課）

◇第２回中長期的な展望に立った海岸保全

検討会の開催について（農村振興局整備部

防災課、水産庁漁港漁場整備部防災漁村課、

国土交通省）

◇第２回漁船設備基準検討作業部会の開催

について（水産庁漁政部企画課）

◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

依頼について（消費・安全局畜水産安全管

理課）

◇平成18年度「農林水産省男女共同参画推

進本部と農山漁村女性との集い」の開催に

ついて（経営局普及・女性課女性・高齢者

対策推進室）

◇農林水産省高病原性鳥インフルエンザ対

策本部の開催について（消費・安全局動物

衛生課）

13日㈯◇宮崎県におけるH5亜型のA型インフル

エンザウイルスの分離について（高病原性

鳥インフルエンザの発生の確認）（消費・安

全局動物衛生課）

15日㈪◇松岡農林水産大臣の国内出張について

（16日、宮崎県）（消費・安全局動物衛生課）

◇平成18年10月・11月度の蚕糸業需給・価

格動向（生産局特産振興課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成19年１

月第２週（１月９日～１月12日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

◇平成19年の「みどりの月間」中の主要な

緑化関係行事予定について（林野庁森林整

備部研究・保全課森林保全推進室）

◇農林水産省高病原性鳥インフルエンザ対

策本部の開催について（消費・安全局動物

衛生課）

◇第４回「田園自然再生シンポジウム」の

開催について（農村振興局企画部資源課農

村環境保全室）

◇植物防疫法施行規則等の一部改正案（検

疫有害動植物の見直し等）についての意

見・情報の募集について（消費・安全局植

物防疫課）

16日㈫◇緊急立入調査等による飼養家きんの異常

の有無の確認状況等について（第２報 16

日21時現在）（消費・安全局動物衛生課）

◇緊急立入調査等による飼養家きんの異常

の有無の確認状況等について（16日現在）

（消費・安全局動物衛生課）

◇高病原性鳥インフルエンザ感染経路究明

チーム第１回検討会の開催について（消

費・安全局動物衛生課）

◇まぐろ研究所（バーチャル研究組織）の

設立について（水産庁増殖推進部研究指導

課）

◇米の１人１か月当たり消費量（平成18年

11月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇宮崎県において分離されたA型インフ

ルエンザウイルスの検査結果について（消

費・安全局動物衛生課）

17日㈬◇平成18年の水産庁による外国漁船取締実

績について（水産庁資源管理部管理課指導

監督室）

◇第２回漁船設備基準検討作業部会の結果

について（水産庁漁政部企画課）

◇平成18年度第２回「立ち上がる農山漁村」

有識者会議の結果報告について（農村振興

局企画部農村政策課）

◇GCC（湾岸協力理事会）との自由貿易協

定（FTA）交渉第２回会合の開催について
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（大臣官房国際部国際経済課）

◇第２回海外日本食レストラン認証有識者

会議の開催について（総合食料局食品産業

振興課外食産業室）

◇第２回水稲平年収量に関する検討会開催

のお知らせ（大臣官房統計部生産流通消費

統計課）

◇「全国水土里の語り部交流会～平野啓子

さんとともに～」の開催について（農村振

興局整備部設計課）

◇普通肥料の検査結果の公表について（消

費・安全局農産安全管理課）

◇宮崎県における鳥インフルエンザ発生に

伴う小売店舗における鶏卵・鶏肉の不適切

な表示に関する調査状況について（消費・

安全局表示・規格課食品表示・規格監視室）

◇松岡農林水産大臣の海外出張について

（～19日、中国・北京）（大臣官房国際部国

際政策課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（平成18年11月１日～平成18年11月30

日異動情報提供分）（農林水産技術会議事務

局技術安全課、生産局畜産部畜産振興課生

産技術室）

◇「Try Japan’s Good Food」事業を東欧

のスロバキアで実施（外務省、大臣官房国

際部国際経済課輸出促進室）

18日㈭◇日シンガポール EPA見直しの大筋合意

について（農林水産分野の概要）（大臣官房

国際部国際経済課）

◇食料・農業・農村政策審議会消費・安全

分科会家畜衛生部会第22回家きん疾病小委

員会及び高病原性鳥インフルエンザ感染経

路究明チーム第２回検討会の合同開催につ

いて（消費・安全局動物衛生課）

◇先端技術を活用した農林水産研究高度化

事業の平成19年度における研究領域の決定

等について（農林水産技術会議事務局先端

産業技術研究課産学連携研究推進室）

◇カンキツグリーニング病防除に関する国

際ワークショップを開催 多国間研究交流

ネットワーク構築に期待（農林水産技術会

議事務局国際研究課、独立行政法人国際農

林水産業研究センター）

◇宮崎県で分離されたH5N1亜型のA型

インフルエンザウイルスにおける病原性判

定試験の結果について（消費・安全局動物

衛生課）

19日㈮◇宮崎県の高病原性鳥インフルエンザに係

る第１次清浄性確認検査結果について（消

費・安全局動物衛生課）

◇第８回日中漁業共同委員会の結果につい

て（水産庁資源管理部国際課）

◇第３回「漁船保険検討ワーキンググルー

プ」の概要について（水産庁漁政部漁業保

険管理官）

◇「農山漁村男女共同参画活動いきいきフ

ォトコンクール」表彰者の決定について（経

営局普及・女性課女性・高齢者対策推進室）

◇家畜クローン研究の現状について（農林

水産技術会議事務局技術安全課、生産局畜

産部畜産振興課生産技術室）

20日㈯◇宮崎県の高病原性鳥インフルエンザに係

る第１次清浄性確認検査結果について（消

費・安全局動物衛生課）

21日㈰◇宮崎県の高病原性鳥インフルエンザに係

る愛玩鳥の疫学調査結果について（消費・

安全局動物衛生課）

22日㈪◇平成19年度予算案における環境保全経費

の概要について（農林水産省分）（大臣官房

環境政策課）

◇「我が国農林水産物・食品の輸出促進に

係る対応方策」の中間取りまとめ及び最終

取りまとめに向けた意見募集の開始につい

て（国際部国際経済課輸出促進室）

◇「森林・林業・木材産業分野の研究・技

術開発戦略」の策定について（林野庁森林

整備部研究・保全課）

◇林政審議会の開催及び一般傍聴について

（林野庁林政部林政課）

◇宮崎県における鳥インフルエンザ発生に

伴う小売店舗における鶏卵・鶏肉の不適切

な表示に関する調査状況について（第２報）

（消費・安全局表示・規格課食品表示・規

格監視室）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成19年１

月第３週（１月15日～１月19日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

23日㈫◇農林水産省高病原性鳥インフルエンザ対

策本部の開催について（消費・安全局動物

衛生課）
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◇国内における高病原性鳥インフルエンザ

が疑われる事例の発生について（消費・安

全局動物衛生課）

◇食料・農業・農村政策審議会農村振興分

科会農業農村整備部会平成18年度第８回企

画小委員会の開催について（農村振興局企

画部事業計画課）

◇食料・農業・農村政策審議会消費・安全

分科会家畜衛生部会第22回家きん疾病小委

員会及び高病原性鳥インフルエンザ感染経

路究明チーム第２回検討会の概要について

（消費・安全局動物衛生課）

◇平成18年12月の国内産米穀の卸・小売価

格の概況について（総合食料局食糧部計画

課）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成18年12

月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇松岡農林水産大臣の中国出張の結果につ

いて（消費・安全局植物防疫課、大臣官房

国際部国際政策課、林野庁森林整備部計画

課海外林業協力室）

24日㈬◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（平成18年12月１日～平成18年12月31

日異動情報提供分）（農林水産技術会議事務

局技術安全課、生産局畜産部畜産振興課生

産技術室）

◇抗菌性飼料添加物を含有する配合飼料及

び飼料添加物複合製剤の製造管理及び品質

管理に関するガイドライン案についての意

見・情報の募集について（消費・安全局畜

水産安全管理課）

◇「農村景観応援団」第２回会合の開催に

ついて（農村振興局企画部農村政策課農村

整備総合調整室）

25日㈭◇ハンガリーからの家きん肉等の輸入一時

停止措置について（消費・安全局動物衛生

課国際衛生対策室）

◇宮崎県におけるH5亜型のA型インフル

エンザウイルスの分離について（高病原性

鳥インフルエンザの発生の確認）（消費・安

全局動物衛生課）

26日㈮◇宮崎県で分離されたH5亜型のA型イン

フルエンザウイルスにおける病原性判定試

験の結果について（消費・安全局動物衛生

課）

◇松岡農林水産大臣の海外出張について

（～29日、スイス・ダボス）（大臣官房国際

部国際政策課）

◇「東アジア食品産業活性化戦略（東アジ

ア食品産業共同体構想）」のホームページ窓

口の設置について（総合食料局食品産業企

画課）

◇集落営農の組織化に伴う土地利用調整に

関する相談窓口の設置について（経営局経

営政策課）

◇農地政策に関する有識者会議の設置及び

開催について（経営局構造改善課）

◇日インド経済連携協定交渉（EPA）第１

回会合の開催について（大臣官房国際部国

際経済課）

◇再生利用事業計画の認定について（総合

食料局食品産業企画課）

◇宮崎県日向市における高病原性鳥インフ

ルエンザ発生に伴う九州農政局職員の現地

派遣について（消費・安全局動物衛生課）

◇ IWC（国際捕鯨委員会）正常化会合の開

催について（水産庁資源管理部遠洋課）

◇水産政策審議会第27回施策部会の結果に

ついて（水産庁漁政部企画課）

◇水産政策審議会第29回資源管理分科会及

び第２回一斉更新小委員会の開催について

（水産庁漁政部漁政課、漁政部企画課）

◇第４回農山漁村活性化推進本部の開催に

ついて（農村振興局企画部農村政策課）

27日㈯◇農林水産省高病原性鳥インフルエンザ対

策本部の開催について（消費・安全局動物

衛生課）

◇国内における高病原性鳥インフルエンザ

が疑われる事例の発生について（消費・安

全局動物衛生課）

◇宮崎県において分離されたH5亜型のA

型インフルエンザウイルスにおけるNA

亜型判定試験の結果について（消費・安全

局動物衛生課）

28日㈰◇宮崎県の高病原性鳥インフルエンザに係

る第２次清浄性確認検査結果について（消

費・安全局動物衛生課）

29日㈪◇マグロ類地域漁業管理機関（RFMOs）合

同会合の結果について（水産庁資源管理部

国際課）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局畜水産安
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全管理課）

◇第26回コーデックス連絡協議会の開催及

び一般傍聴の募集について（厚生労働省、

消費・安全局国際基準課）

◇「農山漁村活性化支援窓口」の開設につ

いて（農村振興局企画部農村政策課）

◇第２回2008年漁業センサス研究会の開催

のお知らせ（大臣官房統計部経営・構造統

計課センサス統計室）

◇平成18年度「ユビキタス食の安全・安心

システム開発事業」の実証試験の実施につ

いて（消費・安全局消費・安全政策課）

◇平成18年度「ユビキタス食の安全・安心

システム開発事業」成果報告会の開催につ

いて（消費・安全局消費・安全政策課）

◇「小笠原諸島」の世界遺産暫定一覧表へ

の記載について（林野庁森林整備部研究・

保全課森林保全推進室）

◇「Try Japan’s Good Food」事業をクロ

アチアとインドで実施（外務省、大臣官房

国際部国際経済課輸出促進室）

◇鳥インフルエンザ発生に伴う小売店舗に

おける鶏卵・鶏肉の不適切な表示に関する

調査状況について（第３報）（消費・安全局

表示・規格課食品表示・規格監視室）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成19年１

月第４週（１月22日～１月26日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

◇岡山県におけるH5亜型のA型インフル

エンザウイルスの分離について（高病原性

鳥インフルエンザの発生の確認）（消費・安

全局動物衛生課）

30日㈫◇農林水産省高病原性鳥インフルエンザ対

策本部の開催について（消費・安全局動物

衛生課）

◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの

結果について（平成18年10月～同年12月末

まで）（消費・安全局動物衛生課）

◇国内における高病原性鳥インフルエンザ

が疑われる事例の発生について（消費・安

全局動物衛生課）

◇水産庁漁業調査船開洋丸による小型浮魚

類資源調査及びサンマ冬季分布調査の実施

について（水産庁増殖推進部漁場資源課）

◇第19回日中農産物貿易協議会（畳表）の

結果について（生産局特産振興課、大臣官

房国際部国際経済課）

◇宮崎県日向市における高病原性鳥インフ

ルエンザ発生に伴う他都府県からの家畜防

疫員の現地派遣について（消費・安全局動

物衛生課）

◇岡山県で分離されたH5亜型のA型イン

フルエンザウイルスにおける病原性判定試

験の結果について（消費・安全局動物衛生

課）

◇平成18年度食アメニティ・コンテストの

選賞について（農村振興局企画部農村政策

課）

31日㈬◇食料・農業・農村政策審議会消費・安全

分科会家畜衛生部会第23回家きん疾病小委

員会の概要について（消費・安全局動物衛

生課）

◇2006年の農林水産物等輸出実績（速報）

（大臣官房国際部国際経済課輸出促進室）

◇薬事法に違反する事例について（消費・

安全局畜水産安全管理課）

◇大西洋まぐろ類保存国際委員会

（ICCAT）中間会合の結果について（水産

庁資源管理部国際課）

◇バイオマスタウン構想の公表（第17回）

について（大臣官房環境政策課資源循環室）

◇「水田・畑輪作体系を進める効率的な新

技術」（農林水産研究開発レポートNo.19）

の発行について（農林水産技術会議事務局

技術政策課）

◇岡山県において分離されたA型インフ

ルエンザウイルスの検査結果について（消

費・安全局動物衛生課）

◇水産物の市況について（平成19年１月及

び２月）（水産庁漁政部加工流通課）

◇食料・農業・農村政策審議会消費・安全

分科会家畜衛生部会第23回家きん疾病小委

員会の開催について（消費・安全局動物衛

生課）

法令>

１月４日㈭◇関係行政機関が所管する法令に係る行政

手続等における情報通信の技術の利用に関

する法律施行規則の一部を改正する命令

（内閣府・総務省・法務省・外務省・財務

省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・
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経済産業省・国土交通省・環境省令第１号）

を公布（防衛庁設置法等の一部を改正する

法律（平成18年法律第118号）の施行の日（平

成19年１月９日）から施行）

◇工業標準化法施行規則の一部を改正する

省令（総務省・文部科学省・厚生労働省・

農林水産省・経済産業省・国土交通省・環

境省令第１号）を公布（防衛庁設置法等の

一部を改正する法律（平成18年法律118号）

の施行の日から施行）

12日㈮◇中小企業等協同組合法施行令等の一部を

改正する政令（政令第８号）を公布（平成

19年４月１日施行）

24日㈬◇道州制特別区域における広域行政の推進

に関する法律施行令（政令第11号）を公布

（法の施行の日（平成19年１月26日）から

施行。ただし、第２条及び第３条の規定は、

平成19年４月１日から施行）

26日㈮◇州制特別区域における広域行政の推進に

関する法律第19条第１項第２号の特定保安

施設事業交付金の交付に関する省令（農林

水産省令第１号）を公布（同日施行）

２ 月

２月１日㈭◇宮崎県におけるH5亜型のA型インフル

エンザウイルスの分離について（高病原性

鳥インフルエンザの発生の確認）（消費・安

全局動物衛生課）

◇宮崎県新富町における高病原性鳥インフ

ルエンザ発生に伴う他道府県からの家畜防

疫員の現地派遣について（消費・安全局動

物衛生課）

◇農林水産統計の市場化テスト・民間開放

に向けた取組に関する説明会開催のお知ら

せ（大臣官房統計部統計企画課）

◇主要食料品の小売価格の見通し等（消

費・安全局消費・安全政策課）

３日㈯◇宮崎県日向市における高病原性鳥インフ

ルエンザに係る周辺農場におけるウイルス

分離検査等の結果について（消費・安全局

動物衛生課）

◇宮崎県において分離されたH5亜型のA

型インフルエンザウイルスにおけるNA

亜型判定試験の結果について（消費・安全

局動物衛生課）

４日㈰◇宮崎県日向市における高病原性鳥インフ

ルエンザに係る第１次清浄性確認検査結果

について（消費・安全局動物衛生課）

◇英国からの家きん肉等の輸入一時停止措

置について（消費・安全局動物衛生課国際

衛生対策室）

５日㈪◇「食品容器包装のリサイクルに関する懇

談会（第18回）」の開催について（総合食料

局食品産業企画課食品環境対策室）

◇平成18年度第２回磯焼け対策モデル事業

全国会議の開催について（水産庁漁港漁場

整備部整備課）

◇林政審議会の概要について（林野庁林政

部企画課、林政部林政課）

◇平成18年度「ユビキタス食の安全・安心

システム開発事業」の実証試験の実施につ

いて（消費・安全局消費・安全政策課）

◇BSE確定診断の結果について（32例目）

（消費・安全局動物衛生課）

◇第15回ふるさと山村フォトコンテスト審

査結果について（農村振興局企画部農村政

策課）

◇食料・農業・農村政策審議会第４回生産

分科会の概要について（生産局農産振興課

環境保全型農業対策室）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成19年１

月第５週（１月29日～２月２日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

◇鳥インフルエンザ発生に伴う小売店舗に

おける鶏卵・鶏肉の不適切な表示に関する

調査状況について（第４報）（消費・安全局

表示・規格課食品表示・規格監視室）

６日㈫◇北西太平洋海域における公海底魚漁業管

理に関する第２回政府間協議の結果につい

て（水産庁資源管理部国際課）

◇宮崎県新富町における高病原性鳥インフ

ルエンザに係る第１次清浄性確認検査結果

について（消費・安全局動物衛生課）

◇宮崎県清武町における高病原性鳥インフ

ルエンザに係る移動制限区域等の解除につ

いて（消費・安全局動物衛生課）

◇宮崎県日向市における高病原性鳥インフ

ルエンザ発生に伴う他府県からの家畜防疫

員の現地派遣について（消費・安全局動物

衛生課）

◇木づかい運動感謝状の贈呈について（林
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野庁林政部木材産業課）

◇「学校林・遊々の森」全国子どもサミッ

トの実施について（林野庁国有林野部業務

課）

◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

令案についての意見・情報の募集について

（消費・安全局植物防疫課）

７日㈬◇「木材産業の体制整備及び国産材の利用

拡大に向けた基本方針」の策定について（林

野庁林政部木材産業課）

◇高病原性鳥インフルエンザ感染経路究明

チーム現地調査及び第３回検討会の実施・

開催について（消費・安全局動物衛生課）

◇岡山県における高病原性鳥インフルエン

ザに係る第１次清浄性確認検査結果につい

て（消費・安全局動物衛生課）

◇第２回地球温暖化・森林吸収源対策推進

本部の開催について（大臣官房環境政策課）

◇米国産ポテトチップ加工用ばれいしょ生

塊茎の輸入再開について（消費・安全局植

物防疫課）

８日㈭◇松岡農林水産大臣への金・韓国海洋水産

部長官による表敬等について（水産庁資源

管理部国際課）

◇第４回オーライ ニッポン大賞の選賞に

ついて（農村振興局企画部農村政策課都市

農業・地域交流室）

◇第17回水産政策審議会企画部会の資料に

ついて（水産庁漁政部企画課）

◇水土里フォーラム「農村はもっと美しく

なる 水土里を守る新たな時代に」の開催

について（農村振興局整備部設計課）

◇2007年若手外国人農林水産研究者表彰の

ご案内について（農林水産技術会議事務局

国際研究課、独立行政法人国際農林水産業

研究センター）

◇高病原性鳥インフルエンザの発生に係る

緊急的な消毒の実施について（消費・安全

局動物衛生課）

９日㈮◇「顔が見え、話ができる関係づくり交流

会～全国地産地消推進フォーラム2007」の

開催について（生産局総務課生産振興推進

室）

◇農業振興地域の整備に関する法律施行規

則の一部を改正する省令案等についての意

見・情報の募集について（農村振興局企画

部地域計画官）

11日㈰◇宮崎県日向市における高病原性鳥インフ

ルエンザに係る第２次清浄性確認検査結果

について（消費・安全局動物衛生課）

13日㈫◇福島県が「福島県マアナゴ資源回復計画」

を作成（水産庁資源管理部管理課資源管理

推進室、仙台漁業調整事務所、福島県）

◇全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）特別

会合の結果について（水産庁資源管理部国

際課）

◇第３回海洋水産資源開発基本方針専門委

員会の結果について（水産庁漁政部企画課）

◇福井農林水産大臣政務官による食品リサ

イクルの優良事例の視察について（総合食

料局食品産業企画課）

◇第２回リスク管理検討会の開催について

（消費・安全局消費・安全政策課）

◇米の１人１か月当たり消費量（平成18年

12月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇中山間地域等総合対策検討会（第23回）

の開催について（農村振興局整備部地域整

備課）

◇鳥インフルエンザ発生に伴う小売店舗に

おける鶏卵・鶏肉の不適切な表示に関する

調査状況について（第５報）（消費・安全局

表示・規格課食品表示・規格監視室）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成19年２

月第１週（２月５日～２月９日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

◇農業機械化促進法施行規則の一部改正

案、種苗法施行規則の一部改正案、飼料需

給安定法施行規則の一部改正案、酪農及び

肉用牛生産の振興に関する法律施行規則の

一部改正案、家畜取引法施行規則の一部改

正案及び日本中央競馬会法施行規則の一部

改正案についての意見・情報の募集（生産

局農産振興課、種苗課、畜産部畜産振興課、

畜産部牛乳乳製品課、畜産部食肉鶏卵課、

畜産部競馬監督課）

14日㈬◇高病原性鳥インフルエンザ感染経路究明

チーム第３回検討会の概要について（消

費・安全局動物衛生課）

◇第４回「漁業共済検討ワーキンググルー

プ」の概要について（水産庁漁政部漁業保

険管理官）
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◇宮崎県新富町における高病原性鳥インフ

ルエンザ発生に伴う他都道県からの家畜防

疫員等の現地派遣について（消費・安全局

動物衛生課）

◇家畜排せつ物法施行状況調査の結果につ

いて（平成18年12月１日時点）（生産局畜産

部畜産企画課畜産環境対策室）

15日㈭◇ IWC（国際捕鯨委員会）正常化会合の結

果概要について（水産庁資源管理部遠洋課）

◇「生物多様性影響評価検討会総合検討会」

の開催及び傍聴について（農林水産技術会

議事務局技術安全課）

◇磯焼け対策ガイドラインについて（水産

庁漁港漁場整備部整備課）

◇第３回漁船設備基準検討作業部会の結果

について（水産庁漁政部企画課）

◇第２回「農村におけるソーシャル・キャ

ピタル研究会～社会的なつながりの維持・

再生に向けて～」の開催について（農村振

興局企画部農村政策課）

◇第２回美の里（びのさと）づくりコンク

ールの選賞について（農村振興局企画部農

村政策課）

16日㈮◇第１回野菜の緊急需給調整手法に関する

検討委員会の議事概要について（生産局野

菜課）

◇「Try Japan’s Good Food」－「WASHO-

KU」－事業をドバイで実施（外務省、大臣

官房国際部国際経済課輸出促進室）

◇都市と農山漁村の共生・対流に関するプ

ロジェクトチーム第14回会合の概要（農村

振興局企画部農村政策課）

◇米国産牛肉の混載事例について（厚生労

働省、消費・安全局動物衛生課）

18日㈰◇宮崎県新富町における高病原性鳥インフ

ルエンザに係る周辺農場におけるウイルス

分離検査等の結果について（消費・安全局

動物衛生課）

19日㈪◇宮崎県新富町における高病原性鳥インフ

ルエンザに係る第２次清浄性確認検査結果

について（消費・安全局動物衛生課）

◇「美しい森林づくり推進国民運動」の展

開について（林野庁森林整備部計画課）

◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

依頼について（消費・安全局畜水産安全管

理課）

◇平成18年度環境自主行動計画フォローア

ップチーム会合（第４回）の開催と一般傍

聴者の募集について（総合食料局食品産業

企画課食品環境対策室）

◇第３回2008年漁業センサス研究会の開催

のお知らせ（大臣官房統計部経営・構造統

計課センサス統計室）

◇平成18年度「ユビキタス食の安全・安心

システム開発事業」の実証試験の実施につ

いて（消費・安全局消費・安全政策課）

◇平成18年度優良担い手表彰・発表につい

て（経営局経営政策課）

◇鳥インフルエンザ発生に伴う小売店舗に

おける鶏卵・鶏肉の不適切な表示に関する

調査状況について（第６報）（消費・安全局

表示・規格課食品表示・規格監視室）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成19年２

月第２週（２月13日～２月16日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

20日㈫◇岡山県高梁市における高病原性鳥インフ

ルエンザに係る第２次清浄性確認検査結果

について（消費・安全局動物衛生課）

◇「食料・農業・農村政策審議会総合食料

分科会食品リサイクル小委員会のとりまと

め(案)」についての意見・情報の募集結果

について（総合食料局食品産業企画課食品

環境対策室）

◇宮崎県日向市における高病原性鳥インフ

ルエンザに係る移動制限区域等の解除につ

いて（消費・安全局動物衛生課）

◇平成18年度「ユビキタス食の安全・安心

システム開発事業」の説明会及び実証試験

の実施について（消費・安全局消費・安全

政策課）

◇平成18年度中山間地域等直接支払制度の

実施状況（見込み）について（農村振興局

整備部地域整備課）

◇食料・農業・農村政策審議会第16回総合

食料分科会資料一覧（総合食料局流通課、

食品産業企画課）

◇カンキツグリーニング病菌の緊急防除に

関する省令案・告示案についての意見・情

報の募集について（消費・安全局植物防疫

課）

◇輸出用木材こん包材消毒実施要領の一部
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改正案についての意見・情報の募集結果に

ついて（消費・安全局植物防疫課）

21日㈬◇林政審議会施策部会の概要について（林

野庁林政部企画課）

◇OIEコード改正案に関するコメントに

ついて（消費・安全局動物衛生課）

◇第９回バイオマス・ニッポン総合戦略推

進会議の開催について（大臣官房環境政策

課資源循環室）

◇第６回国産輸送用バイオ燃料推進本部の

開催について（大臣官房環境政策課資源循

環室）

◇第26回コーデックス連絡協議会の概要

（厚生労働省、消費・安全局国際基準課）

◇第３回水稲平年収量に関する検討会開催

のお知らせ（大臣官房統計部生産流通消費

統計課）

◇「地域食品ブランド表示基準制度」（本場

の本物）の平成18年度ブランド認定につい

て（総合食料局食品産業企画課）

◇農林水産省政策評価会農村振興局専門部

会の開催及び傍聴について（農村振興局企

画部農村政策課）

22日㈭◇日アセアン包括的経済連携協定交渉第６

回会合の開催について（大臣官房国際部国

際経済課）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成19年１

月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇平成19年１月の国内産米穀の卸・小売価

格の概況について（総合食料局食糧部計画

課）

23日㈮◇農林水産省政策評価会経営局専門部会の

開催及び傍聴について（経営局経営政策課）

◇平成19～21年度における米麦の輸入業者

の資格審査結果について（総合食料局食糧

部食糧貿易課）

◇バイオガス市町村長懇談会の開催につい

て（大臣官房環境政策課）

◇「まぐろの需給情報」（水産庁漁政部加工

流通課）

◇BSE患畜（32例目に関する情報（BSE32

例目の疫学調査第１報）（消費・安全局動物

衛生課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（平成19年１月１日～平成19年１月31

日異動情報提供分）（農林水産技術会議事務

局技術安全課、生産局畜産部畜産振興課生

産技術室）

◇「美しい森林づくりのための関係閣僚に

よる会合」について（林野庁森林整備部計

画課）

◇平成19年全国山火事予防運動の実施につ

いて・・・伝えたい 森のやさしさ 火の

こわさ・・・（林野庁森林整備部研究・保

全課森林保護対策室）

◇「第２回農林水産省知的財産戦略本部専

門家会議」の開催について（大臣官房企画

評価課）

26日㈪◇食料・農業・農村政策審議会生産分科会

平成18年度第２回畜産部会の概要について

（生産局畜産部畜産企画課）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局畜水産安

全管理課）

◇第５回アサリ資源全国協議会の開催につ

いて（水産庁増殖推進部研究指導課、独立

行政法人水産総合研究センター）

◇瀬戸内海広域漁業調整委員会の開催につ

いて（水産庁資源管理部管理課資源管理推

進室、瀬戸内海漁業調整事務所）

◇平成18年度第３回サンゴ増養殖技術検討

委員会の開催について（水産庁漁港漁場整

備部整備課）

◇第11回コイヘルペスウイルス病に関する

技術検討会の開催について（消費・安全局

畜水産安全管理課）

◇「林木育種戦略」の策定について（林野

庁森林整備部研究・保全課）

◇ BSE患畜（32例目）に関する情 報

（BSE32例目の疫学調査第２報）（消費・安

全局動物衛生課）

◇第27回コーデックス連絡協議会の開催及

び一般傍聴の募集について（厚生労働省、

消費・安全局国際基準課）

◇食料・農業・農村政策審議会農村振興分

科会農業農村整備部会平成18年度第９回企

画小委員会の開催について（農村振興局企

画部事業計画課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成19年２

月第３週（２月19日～２月23日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）
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◇第５回農山漁村活性化推進本部の開催に

ついて（農村振興局企画部農村政策課）

27日㈫◇激甚災害指定基準等の見直しについて

（水産庁漁港漁場整備部防災漁村課、増殖

推進部栽培養殖課）

◇第１回「木材に関する技術開発目標」検

討委員会の概要について（林野庁林政部木

材産業課）

◇国産バイオ燃料の大幅な生産拡大につい

て（大臣官房環境政策課資源循環室）

28日㈬◇宮崎県新富町における高病原性鳥インフ

ルエンザに係る移動制限区域等の解除につ

いて（消費・安全局動物衛生課）

◇岡山県高梁市における高病原性鳥インフ

ルエンザに係る移動制限区域等の解除につ

いて（消費・安全局動物衛生課）

◇平成17年度食料品消費モニター第３回定

期調査結果について（総合食料局食糧部計

画課、消費・安全局消費・安全政策課）

◇2006/07年南極海鯨類捕獲調査の中止に

ついて（水産庁資源管理部遠洋課）

◇水産物の市況について（平成19年２月及

び３月）（水産庁漁政部加工流通課）

◇第５回全国米粉食品普及推進会議の開催

のお知らせ（総合食料局食糧部消費流通課

流通加工対策室）

◇普通肥料の検査結果の公表について（消

費・安全局農産安全管理課）

◇第２回獣医師の需給に関する検討会の開

催について（消費・安全局畜水産安全管理

課）

◇第６回むらの伝統文化顕彰の選賞につい

て（農村振興局企画部農村政策課）

◇食品の流通部門の構造改善を図るための

基本方針（案）についての意見・情報の募

集について（総合食料局流通課）

法令>

２月２日㈮◇水産資源保護法施行規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第２号）を公布（同

日施行）

◇持続的養殖生産確保法施行規則の一部を

改正する省令（農林水産省令第３号）を公

布（同日施行）

７日㈬◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第４号）を公布（同日施

行）

13日㈫◇日本工業規格への適合性の認証に関する

省令の一部を改正する省令（厚生労働省・

農林水産省・経済産業省・国土交通省令第

１号）を公布（意匠法等の一部を改正する

法律の施行の日（平成19年４月１日）から

施行）

23日㈮◇公職選挙法施行令の一部を改正する政令

（政令第29号）を公布（公職選挙法の一部

を改正する法律（平成18年法律第93号）附

則第１条第２号に掲げる規定の施行の日

（平成19年３月１日）から施行）

◇中小企業等協同組合法施行規則（内閣

府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経

済産業省・国土交通省令第１号）を公布（平

成19年４月１日から施行。ただし、この命

令による改正後の中小企業等協同組合法施

行規則（以下「新規則」という。）第15条第

１項第10号及び第４項各号の規定は、平成

19年12月22日から施行）

26日㈪◇農林水産省組織規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第５号）を公布（平成19

年３月11日から施行。ただし、別表第３近

畿農政局の項の改正規定は、同月12日から

施行）

28日㈬◇消費生活用製品安全法の一部を改正する

法律の施行期日を定める政令（政令第36号）

を公布（平成19年５月14日施行）

◇消費生活用製品安全法施行令の一部を改

正する政令（政令第37号）を公布（消費生

活用製品安全法の一部を改正する法律の施

行の日（平成19年５月14日）から施行）

３ 月

３月１日㈭◇平成18年度「ユビキタス食の安全・安心

システム開発事業」の公開説明会の実施に

ついて（消費・安全局消費・安全政策課）

◇第３回中長期的な展望に立った海岸保全

検討会の開催について（農村振興局整備部

防災課、水産庁漁港漁場整備部防災漁村課、

国土交通省）

◇水産政策審議会の開催について（第28回

施策部会、第10回総会、第12回漁港漁場整

備分科会、第30回資源管理分科会）（水産庁

漁政部漁政課）

◇鳥インフルエンザ発生に伴う小売店舗に
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おける鶏卵・鶏肉の不適切な表示に関する

調査状況について（第７報）（消費・安全局

表示・規格課食品表示・規格監視室）

◇主要食料品の小売価格の見通し等（消

費・安全局消費・安全政策課）

◇平成18年度病害虫発生予報第９号（消

費・安全局植物防疫課）

◇クウェートからの家きん肉等の輸入一時

停止措置について（消費・安全局動物衛生

課国際衛生対策室）

◇農林水産省高病原性鳥インフルエンザ対

策本部の開催について（消費・安全局動物

衛生課）

２日㈮◇米国産牛肉入りソーセージの誤積載が疑

われる事例について（厚生労働省、消費・

安全局動物衛生課）

◇平成18年度地産地消優良活動表彰につい

て（生産局総務課生産振興推進室）

◇第４回オーライ ニッポン大賞グランプ

リ（内閣総理大臣賞）の決定及びオーライ

ニッポン全国大会の開催について（農村振

興局企画部農村政策課都市農業・地域交流

室）

◇第３回湖沼漁場改善技術検討委員会の開

催について（水産庁漁港漁場整備部計画課）

◇冷凍水産物需給情報（平成19年３月）（水

産庁漁政部加工流通課）

◇第３回海外日本食レストラン認証有識者

会議の開催について（総合食料局食品産業

振興課外食産業室）

◇農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整

備の促進に関する法律施行規則の一部を改

正する省令案についての意見・情報の募集

について（農村振興局企画部農村政策課都

市農業・地域交流室）

◇「国際食料問題研究会」の設置について

（大臣官房企画評価課）

◇国際食料問題研究会の開催及び傍聴につ

いて（大臣官房企画評価課）

５日㈪◇世界バイオ燃料政策 東京フォーラムの

開催について（農林水産政策研究所霞が関

分室）

◇第１回国際食料問題研究会の資料配布に

ついて（大臣官房企画評価課）

◇第11回コイヘルペスウイルス病に関する

技術検討会の概要について（消費・安全局

畜水産安全管理課）

◇第３回一斉更新小委員会の結果について

（水産庁漁政部企画課）

◇平成18年度第３回農林水産省政策評価会

水産庁専門部会の開催について（水産庁漁

政部漁政課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成19年２

月第４週（２月26日～３月２日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

◇「農業水利施設の機能保全の手引き(案)」

についての意見・情報の募集（農村振興局

整備部水利整備課施設管理室）

６日㈫◇第14回瀬戸内海広域漁業調整委員会の開

催結果について（水産庁資源管理部管理課

資源管理推進室、瀬戸内海漁業調整事務所）

◇地方農政局長会議の開催について（大臣

官房地方課）

◇日スイス EPA交渉準備会合の開催につ

いて（大臣官房国際部国際経済課）

◇日・パプアニューギニア漁業協議の結果

について（水産庁資源管理部国際課海外漁

業協力室）

◇第２回野菜の緊急需給調整手法に関する

検討委員会の議事概要について（生産局野

菜課）

７日㈬◇平成18年度第１回安全・安心モニター調

査結果について（消費・安全局消費者情報

官）

◇産業構造審議会商品取引所分科会の開催

について（総合食料局商品取引監理官）

８日㈭◇「農作業事故防止の強化に向けた取組事

例集」の作成について（生産局農産振興課）

◇第10回水産政策審議会の結果について

（水産庁漁政部企画課）

◇第10回水産政策審議会の資料について

（水産庁漁政部企画課）

◇農業資材審議会飼料分科会及び同分科会

安全性部会の開催並びに一般傍聴について

（消費・安全局畜水産安全管理課）

◇食料・農業・農村政策審議会第５回生産

分科会の概要について（生産局農産振興課

環境保全型農業対策室）

◇暖冬・少雪傾向をにらみ、農業用水渇水

情報連絡会を開催（農村振興局企画部地域

計画官）
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◇第２回農林水産省「美しい森林づくり推

進国民運動」推進本部の概要について（林

野庁森林整備部研究・保全課森林保全推進

室）

９日㈮◇第58回獣医師国家試験における問題の一

部の漏洩が疑われる事例について（消費・

安全局畜水産安全管理課）

◇水産政策審議会第30回資源管理分科会の

結果について（水産庁漁政部漁政課）

◇水産政策審議会第12回漁港漁場整備分科

会の結果について（水産庁漁港漁場整備部

計画課）

◇水産政策審議会第28回施策部会の結果に

ついて（水産庁漁政部企画課）

◇食料・農業・農村政策審議会生産分科会

平成18年度第３回畜産部会の概要について

（生産局畜産部畜産企画課、畜産部牛乳乳

製品課、畜産部食肉鶏卵課）

◇平成19年度畜産物価格関連対策の概要

（生産局畜産部畜産企画課）

◇平成19生糸年度における取引指導繭価等

の設定について（生産局特産振興課）

◇商品取引員に対する行政処分について

（総合食料局商品取引監理官、経済産業省）

◇農林水産省政策評価基本計画等の改定等

に対する意見・情報の募集について（大臣

官房企画評価課）

◇地方農政局等における指名停止措置につ

いて（大臣官房経理課、農村振興局整備部

設計課施工企画調整室、林野庁国有林野部

管理課）

◇日豪 EPA交渉第１回会合の開催につい

て（大臣官房国際部国際経済課）

◇第３回「農村におけるソーシャル・キャ

ピタル研究会～社会的なつながりの維持・

再生に向けて～」の開催について（農村振

興局企画部農村政策課）

◇第１回通い容器普及促進協議会の開催に

ついて（総合食料局流通課）

12日㈪◇日本海・九州西広域漁業調整委員会及び

九州西部会の開催結果について（水産庁資

源管理部管理課資源管理推進室、九州漁業

調整事務所）

◇沖縄県が「沖縄県八重山海域沿岸性魚類

資源回復計画」を作成（水産庁資源管理部

管理課資源管理推進室、沖縄県）

◇第27回 FAO水産委員会（COFI）の結果

について（水産庁資源管理部国際課）

◇集落営農実態調査結果の概要について

（平成19年２月１日現在）（大臣官房統計部

経営・構造統計課センサス統計室）

◇日マレーシア経済連携協定に基づく平成

19年度の関税割当公表について（大臣官房

国際部国際経済課）

◇日メキシコ経済連携協定に基づく平成19

年度の関税割当公表について（大臣官房国

際部国際経済課）

◇地産地消に関する意識・意向調査結果に

ついて（大臣官房情報課）

◇「WASHOKU-Try Japan’s Good Food」

事業を中国とマレーシアで実施（外務省、

大臣官房国際部国際経済課輸出促進室）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成19年３

月第１週（３月５日～３月９日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

13日㈫◇獣医師国家試験漏えい問題調査検討委員

会の設置について（消費・安全局畜水産安

全管理課）

◇日本海・九州西広域漁業調整委員会日本

海北部会及び日本海西部会の開催結果につ

いて（水産庁資源管理部管理課資源管理推

進室、新潟漁業調整事務所、境港漁業調整

事務所）

◇韓国あなご筒漁船の拿捕について（水産

庁資源管理部管理課指導監督室）

◇「美しい森林づくり推進国民運動」のキ

ャッチフレーズの募集について（林野庁森

林整備部研究・保全課）

◇肥料取締法に基づく報告徴収について

（消費・安全局農産安全管理課）

◇食料・農業・農村政策審議会農村振興分

科会農業農村整備部会平成18年度第３回技

術小委員会の開催について（農村振興局企

画部事業計画課）

◇遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ

る生物の多様性の確保に関する法律に基づ

く学識経験者の選定及び公表について（消

費・安全局農産安全管理課、畜水産安全管

理課）

◇平成18年度第５回農地・農業用水等の資

源保全施策検討会の開催について（農村振
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興局企画部事業計画課）

◇カンキツグリーニング病菌の緊急防除に

関する省令案・告示案についての意見・情

報の募集結果について（消費・安全局植物

防疫課）

14日㈬◇第３回農林水産省政策評価会林野庁専門

部会の概要（林野庁林政部企画課）

◇無人ヘリによる松くい虫防除に関する運

用基準作成のための検討会（第５回）の概

要（林野庁森林整備部研究・保全課森林保

護対策室）

◇中国底びき網漁船の拿捕について（水産

庁資源管理部管理課指導監督室）

◇大中型まき網漁業によるサバ類を目的と

した採捕の停止について（水産庁資源管理

部管理課）

◇第２回国際食料問題研究会の資料配布に

ついて（大臣官房企画評価課）

◇平成18年12月・19年１月度の蚕糸業需

給・価格動向（生産局特産振興課）

◇食品媒介有害微生物リスク管理セミナー

の開催及び傍聴について（消費・安全局消

費・安全政策課）

15日㈭◇平成18年10月６日から同月９日までの間

の暴風雨及び豪雨による災害についての激

甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の

指定に関する政令案について（水産庁漁港

漁場整備部防災漁村課）

◇韓国あなご筒漁船の拿捕について（続報）

（水産庁管理課指導監督室）

◇「第５回農林水産省知的財産戦略本部」

の開催について（大臣官房企画評価課）

◇第８回食料・農業・農村政策審議会統計

部会の開催のお知らせ（大臣官房統計部統

計企画課）

◇米の１人１か月当たり消費量（平成19年

１月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇農林水産省における入札談合防止対策の

強化について（大臣官房経理課、農村振興

局整備部設計課施工企画調整室、林野庁国

有林野部管理課）

16日㈮◇太平洋広域漁業調整委員会及び各部会の

開催結果について（水産庁資源管理部管理

課資源管理推進室、仙台漁業調整事務所）

◇農林水産省関係施設等における吹付けア

スベスト等の使用実態調査の現状について

（大臣官房環境政策課）

◇「これからの農林水産分野の国際協力の

あり方」省内検討会報告書の公表について

（大臣官房国際部国際協力課）

◇食品産業トップセミナー（東京地区）の

開催について（総合食料局食品産業振興課）

◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律施行規則の一部を改正する省

令案（有機農産物及び有機加工食品につい

て「日本農林規格による格付の制度と同等

の水準にあると認められる格付の制度を有

している国」へのニュージーランドの追加）

に対する意見・情報（パブリック・コメン

ト）の募集結果の公表について（消費・安

全局表示・規格課）

◇第58回獣医師国家試験の結果について

（消費・安全局畜水産安全管理課）

◇第15回優良フードサービス事業者等表彰

事業における受賞者の決定及び表彰式の開

催について（総合食料局食品産業振興課外

食産業室）

18日㈰◇第58回獣医師国家試験の追加合格者につ

いて（消費・安全局畜水産安全管理課）

19日㈪◇日ロ漁業合同委員会第23回会議の結果に

ついて（水産庁資源管理部国際課）

◇自然再生事業実施計画等の公表及び自然

再生専門家会議の開催について（国土交通

省、環境省、農村振興局整備部防災課）

◇平成18砂糖年度４月－６月期における砂

糖及び異性化糖の需給見通し（生産局特産

振興課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成19年３

月第２週（３月12日～３月16日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

◇持続性の高い農業生産方式の導入の促進

に関する法律施行規則の一部を改正する省

令案についての意見・情報の募集結果概要

（生産局農産振興課環境保全型農業対策

室）

◇アルゼンチン共和国産グレープフルーツ

の生果実に係る農林水産大臣が定める基準

の一部改正について（消費・安全局植物防

疫課）

20日㈫◇神奈川県が「神奈川県東京内湾海域小型

機船底びき網漁業包括的資源回復計画」を
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作成（水産庁資源管理部管理課資源管理推

進室、神奈川県）

◇有明海・八代海再生特措法に基づく促進

協議会幹事会について（水産庁増殖推進部

漁場資源課）

◇松岡農林水産大臣の海外出張について

（～22日、インドネシア・ジャカルタ）（大

臣官房国際部国際政策課）

◇平成17年度農業農村整備事業の優良工事

等表彰について（農村振興局整備部設計課）

◇第１回獣医師国家試験漏えい問題調査検

討委員会の概要について（消費・安全局畜

水産安全管理課）

◇水産基本計画の変更について（水産庁漁

政部企画課）

◇動物用医薬品の使用の規制に関する省令

の一部改正案についての意見・情報の募集

（消費・安全局畜水産安全管理課）

◇動物用医薬品等取締規則の一部改正案に

ついての意見・情報の募集（消費・安全局

畜水産安全管理課）

◇動物用抗生物質医薬品基準の一部改正案

についての意見・情報の募集（消費・安全

局畜水産安全管理課）

◇動物用生物学的製剤基準の一部改正案に

ついての意見・情報の募集結果について（消

費・安全局畜水産安全管理課）

◇「スギ人工林資源活用のための木材加

工・利用技術の開発」（農林水産研究開発レ

ポートNo.20）の発行について（農林水産

技術会議事務局技術政策課）

◇日ベトナム EPA交渉会合の開催につい

て（大臣官房国際部国際経済課）

◇農林水産省生物多様性戦略検討会（第１

回）の開催について（大臣官房環境政策課）

◇食料・農業・農村政策審議会農村振興分

科会第８回農業農村整備部会の開催につい

て（農村振興局企画部事業計画課）

22日㈭◇国際獣疫事務局（OIE）による米国の

BSEステータス評価について（消費・安全

局動物衛生課）

◇米国産牛肉の混載事例に関する米国農務

省の調査報告書の提出について（厚生労働

省、消費・安全局動物衛生課）

◇平成18年度第３回太平洋イワシ・アジ・

サバ等長期漁海況予報（水産庁増殖推進部

漁場資源課、独立行政法人水産総合研究セ

ンター）

◇バイオマス・ニッポン総合戦略推進アド

バイザリーグループ第９回会合の開催につ

いて（大臣官房環境政策課資源循環室）

◇第27回コーデックス連絡協議会の概要

（厚生労働省、消費・安全局国際基準課）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成19年２

月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇平成19年２月の国内産米穀の卸・小売価

格の概況について（総合食料局食糧部計画

課）

23日㈮◇でん粉の需給見通しについて（生産局特

産振興課）

◇農林水産省と環境省の連携による「田ん

ぼの生きもの調査2006」の結果について（農

村振興局企画部地域計画官）

◇卸売市場における品質管理の高度化に向

けた規範策定のためのマニュアルの作成に

ついて（総合食料局流通課卸売市場室）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（平成19年２月１日～平成19年２月28

日異動情報提供分）（農林水産技術会議事務

局技術安全課、生産局畜産部畜産振興課生

産技術室）

◇第20次南極海鯨類捕獲調査船団（平成18

年度）の入港について（水産庁資源管理部

遠洋課）

◇「農林水産省知的財産戦略」の決定につ

いて（大臣官房企画評価課）

◇飼料安全法の基準・規格に違反する事例

について（消費・安全局畜水産安全管理課）

26日㈪◇和牛等特色ある食肉の表示に関するガイ

ドラインについて（生産局畜産部食肉鶏卵

課）

◇平成18年度第２回対馬暖流系アジ・サ

バ・イワシ長期漁海況予報（水産庁増殖推

進部漁場資源課、独立行政法人水産総合研

究センター）

◇林政審議会施策部会の概要について（林

野庁林政部企画課）

◇元気に育つウナギ卵を遺伝子で見分け

る－健全なウナギ種苗の生産に向けて新た

な一歩－（独立行政法人水産総合研究セン

ター、農林水産技術会議事務局研究開発課）

◇新たなイセエビ幼生の飼育方法を開発－
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イセエビ種苗の安定生産を目指して－（独

立行政法人水産総合研究センター、農林水

産技術会議事務局研究開発課）

◇牛肉小売価格等の調査結果 平成19年３

月第３週（３月19日～３月23日）（消費・安

全局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉

鶏卵課）

27日㈫◇第６回農山漁村活性化推進本部の開催に

ついて（農村振興局企画部農村政策課）

◇バングラデシュ及びサウジアラビアから

の家きん肉等の輸入一時停止措置について

（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）

◇第21回日・モロッコ政府間漁業協議の結

果について（水産庁資源管理部国際課海外

漁業協力室）

◇平成19年産水稲10 当たり平年収量につ

いて（大臣官房統計部生産流通消費統計課）

◇平成19年（2007年）能登半島地震による

被害農林業者等に対する資金の円滑な融通

及び既貸付金の償還猶予等について（依頼）

（経営局経営政策課、水産庁漁政部水産経

営課）

◇「米穀の需給及び価格の安定に関する基

本指針」の公表について（総合食料局食糧

部計画課）

◇平成19年度「麦の需給に関する見通し」

の公表について（総合食料局食糧部食糧貿

易課）

◇品目横断的経営安定対策の加入申請受付

の開始について（経営局経営政策課）

◇第３回国際食料問題研究会の開催及び傍

聴について（大臣官房企画評価課）

◇野生鳥獣（イノシシ、シカ、サル）によ

る被害防止マニュアル（実践編）の作成、

配布について（生産局農産振興課技術対策

室）

◇食料・農業・農村政策審議会総合食料分

科会食糧部会資料一覧（総合食料局食糧部

計画課、食糧部食糧貿易課）

28日㈬◇無人ヘリによる松くい虫防除に関する運

用基準作成のための検討会（第６回）の概

要（林野庁森林整備部研究・保全課森林保

護対策室）

◇青森県が「青森県ウスメバル資源回復計

画」と「青森県イカナゴ資源回復計画」の

２計画を作成（水産庁資源管理部管理課資

源管理推進室、仙台漁業調整事務所、青森

県）

◇千葉県が「千葉県東京湾小型底びき網漁

業包括的資源回復計画」を作成（水産庁資

源管理部管理課資源管理推進室、千葉県）

◇普通肥料の検査結果の公表について（消

費・安全局農産安全管理課）

◇東アジア食品産業技術国際シンポジウム

の開催について（総合食料局食品産業企画

課技術室）

◇土地改良事業の費用対効果分析に関する

基本指針(案)についての意見・情報の募集

結果について（農村振興局企画部土地改良

企画課）

◇動物用生物学的製剤基準の一部改正案に

ついての意見・情報の募集（消費・安全局

畜水産安全管理課）

◇東アジアにおける「食品を取り扱う現地

法人」の活動実態（大臣官房統計部生産流

通消費統計課消費統計室）

29日㈭◇「美しい森林づくり推進国民運動」に関

する関係省庁連絡会議について（林野庁森

林整備部計画課）

◇第８回「今後の蚕糸業のあり方に関する

検討会」の資料について（生産局特産振興

課）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局畜水産安

全管理課）

◇地域再生計画の第６回認定について（農

村振興局企画部農村政策課、林野庁森林整

備部整備課、水産庁漁港漁場整備部計画課）

◇バイオマスタウン構想の公表（第18回）

について（大臣官房環境政策課資源循環室）

◇植物防疫法施行規則の一部改正等につい

ての意見・情報の募集について（消費・安

全局植物防疫課）

◇資源回復計画（太平洋南部キンメダイ、

マダラ陸奥湾産卵群、スケトウダラ日本海

北部系群）の作成について（水産庁資源管

理部管理課資源管理推進室、仙台漁業調整

事務所、北海道漁業調整事務所）

30日㈮◇水産関係公共事業の平成19年度予算の概

要について（水産庁漁港漁場整備部計画課、

漁港漁場整備部防災漁村課）

◇平成18年度事業評価（水産基盤整備事業
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等）の結果について（水産庁漁港漁場整備

部計画課）

◇平成18年度林野公共事業の事業評価の結

果について（林野庁森林整備部治山課、国

有林野部業務課、森林整備部整備課、森林

整備部計画課）

◇「主要木材の短期需給見通し（平成19年

第２四半期及び平成19年第３四半期）」につ

いて（林野庁林政部木材利用課）

◇「平成18年木材（用材）需給実績見込み」

と「平成19年木材（用材）需給見通し」に

ついて（林野庁林政部木材利用課）

◇農林水産省の平成17年度省庁別財務書類

の公表について（大臣官房経理課）

◇農林水産省本館地下売店等における容器

包装廃棄物の排出抑制の取組について（大

臣官房環境政策課、厚生課、総合食料局食

品産業企画課食品環境対策室）

◇自然再生推進法に基づく自然再生事業の

進捗状況の公表について（大臣官房環境政

策課）

◇研究開発の評価結果について（農林水産

技術会議事務局技術政策課）

◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

令案についての意見・情報の募集結果につ

いて（消費・安全局植物防疫課）

◇平成18年度事業評価（農業農村整備事業

等補助事業）の結果について（農村振興局

企画部事業計画課、整備部農地整備課、整

備部水利整備課、企画部土地改良企画課）

◇平成18年度食品産業における環境自主行

動計画のフォローアップ結果について（総

合食料局食品産業企画課食品環境対策室）

◇動物用医薬品等取締規則の一部改正につ

いての意見・情報の募集結果について（消

費・安全局畜水産安全管理課）

◇家畜排せつ物の利用の促進を図るための

基本方針の公表について（生産局畜産部畜

産企画課）

◇「家畜改良増殖法施行規則の一部を改正

する省令案に関する意見・情報の募集」の

結果について（生産局畜産部畜産振興課）

◇家畜排せつ物の利用の促進を図るための

基本方針案についての意見・情報の募集結

果について（生産局畜産部畜産企画課）

◇国内における豚コレラの清浄化について

（消費・安全局動物衛生課）

◇平成19年度若手農林水産研究者表彰の候

補者募集開始（農林水産技術会議事務局研

究開発企画官、研究調査官）

◇平成19年度（第８回）民間部門農林水産

研究開発功績者表彰候補者募集について

（農林水産技術会議事務局研究開発企画

官、研究調査官）

◇食料供給コスト縮減検証委員会（第５回）

資料一覧（総合食料局食料企画課）

◇植物防疫法施行規則等の一部改正案につ

いての意見・情報の募集結果及び改正につ

いて（消費・安全局植物防疫課）

法令>

３月１日㈭◇中小企業団体の組織に関する法律施行規

則（財務省・厚生労働省・農林水産省・経

済産業省・国土交通省令第１号）を公布（平

成19年４月１日施行）

２日㈮◇中小企業等協同組合法に係る民間事業者

等が行う書面の保存等における情報通信の

技術の利用に関する法律施行規則の一部を

改正する命令（内閣府・財務省・厚生労働

省・農林水産省・経済産業省・国土交通省

令第２号）を公布（平成19年４月１日施行）

◇中小企業団体の組織に関する法律に係る

民間事業者等が行う書面の保存等における

情報通信の技術の利用に関する法律施行規

則の一部を改正する省令（財務省・厚生労

働省・農林水産省・経済産業省・国土交通

省令第２号）を公布（平成19年４月１日施

行）

◇一般社団法人及び一般財団法人に関する

法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関

する政令（政令第39号）を公布（一般社団

法人及び一般財団法人に関する法律の施行

の日から施行）

５日㈪◇食品の製造過程の管理の高度化に関する

臨時措置法施行規則の一部を改正する省令

（厚生労働省・農林水産省令第１号）を公

布（同日施行）

７日㈬◇補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律施行令の一部を改正する政令（政

令第41号）を公布（同日施行）

８日㈭◇農薬取締法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第６号）を公布（同日施
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行）

◇農薬取締法第13条の規定による報告及び

検査に関する省令の一部を改正する省令

（農林水産省・環境省令第１号）を公布（同

日施行）

13日㈫◇主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律施行規則の一部を改正する省令（農林

水産省令第７号）を公布（平成19年４月１

日施行。ただし、次条の規定は、公布の日

から施行）

◇カンキツグリーニング病菌の緊急防除に

関する省令（農林水産省令第８号）を公布

（平成19年４月12日施行）

14日㈬◇平成18年等における特定地域に係る激甚

災害及びこれに対し適用すべき措置の指定

に関する政令（政令第46号）を公布（同日

施行）

16日㈮◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第９号）を公布（同日施

行）

19日㈪◇持続性の高い農業生産方式の導入の促進

に関する法律施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第10号）を公布（同日施

行）

22日㈭◇平成12年から平成17年までの間の火山現

象による東京都三宅村の区域に係る災害に

ついての激甚災害の指定及びこれに対し適

用すべき措置の指定に関する政令の一部を

改正する政令（政令第52号）を公布（同日

施行）

◇平成18年10月６日から同月９日までの間

の暴風雨及び豪雨による災害についての激

甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の

指定に関する政令（政令53号）を公布（同

日施行）

◇学校教育法等の一部を改正する法律の施

行に伴う関係政令の整備等に関する政令

（政令第55号）を公布（平成19年４月１日

施行）

23日㈮◇厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員

共済組合制度の統合を図るための農林漁業

団体職員共済組合法等を廃止する等の法律

の施行に伴う存続組合が支給する特例年金

給付等に関する省令の一部を改正する省令

（農林水産省令第11号）を公布（平成19年

４月１日施行）

26日㈪◇独立行政法人農畜産業振興機構法施行令

（政令第65号）を公布（平成19年４月１日

施行）

◇日本中央競馬会の平成19事業年度におけ

る日本中央競馬会法第29条の２第３項の割

合を定める政令（政令第66号）を公布（同

日施行）

◇独立行政法人農業・生物系特定産業技術

研究機構の業務運営に関する省令及び独立

行政法人農業・生物系特定産業技術研究機

構の民間研究促進業務及び基礎的研究業務

に係る財務及び会計に関する省令の一部を

改正する省令の一部を改正する省令（財務

省・農林水産省令第１号）を公布（同日施

行）

◇農業災害補償法第14条の規定による事務

費国庫負担金交付規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第12号）を公布（平成19

年４月１日施行）

◇独立行政法人に係る改革を推進するため

の農林水産省関係法律の整備に関する法律

の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に

関する省令の一部を改正する省令（農林水

産省令第13号）を公布（同日施行）

◇独立行政法人水資源機構の業務運営に関

する省令の一部を改正する省令（厚生労働

省・農林水産省・経済産業省・国土交通省

令第２号）を公布（平成19年４月１日施行）

27日㈫◇農業振興地域の整備に関する法律施行規

則の一部を改正する省令（農林水産省令第

14号）を公布（平成19年７月１日施行）

28日㈬◇特定工場における公害防止組織の整備に

関する法律施行規則の一部を改正する省令

（財務省・厚生労働省・農林水産省・経済

産業省・国土交通省・環境省令第１号）を

公布（学校教育法の一部を改正する法律の

施行の日（平成19年４月１日）から施行）

◇農産物検査法施行規則の一部を改正する

省令（農林水産省令第15号）を公布（同日

施行）

◇感染症の病原体を媒介するおそれのある

動物の輸入に関する規則の一部を改正する

省令（農林水産省第16号）を公布（平成19

年４月１日施行）

29日㈭◇農林水産省の所管する法令に係る民間事
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業者等が行う書面の保存等における情報通

信の技術の利用に関する法律施行規則の一

部を改正する省令（農林水産第17号）を公

布（中小企業等協同組合法等の一部を改正

する法律の施行の日（平成19年４月１日）

から施行。ただし、別表第１農業協同組合

法（昭和22年法律第132号）の項、同表水産

業協同組合法（昭和23年法律第242号）の項

及び同表森林組合法（昭和53年法律第36号）

の項の改正規定、別表第２農業協同組合法

の項、同表水産業協同組合法の項及び同表

森林組合法の項の改正規定、別表第３農業

協同組合法の項、同表水産業協同組合法の

項及び同表森林組合法の項の改正規定並び

に別表第４農業協同組合法の項、同表水産

業協同組合法の項及び同表森林組合法の項

の改正規定は、公布の日から施行）

◇作物統計調査規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第18号）を公布（平成19年

４月１日施行）

◇輸出水産業の振興に関する法律施行規則

の一部を改正する省令（農林水産省令第19

号）を公布（平成19年４月１日施行）

30日㈮◇厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員

共済組合制度の統合を図るための農林漁業

団体職員共済組合法等を廃止する等の法律

の施行に伴う存続組合が支給する特例年金

給付等に関する政令の一部を改正する政令

（政令第96号）を公布（平成19年４月１日

施行）

◇電気事業者による新エネルギー等の利用

に関する特別措置法施行令の一部を改正す

る政令（政令第97号）を公布（平成19年４

月１日施行）

◇消費者契約法第13条第５項第１号及び第

６号イの法律を定める政令（政令第107号）

を公布（消費者契約法の一部を改正する法

律（平成18年法律第56号）の施行の日（平

成19年６月７日）から施行）

◇漁業登録令施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第20号）を公布（平成19

年４月１日施行）

◇独立行政法人に係る改革を推進するため

の独立行政法人農林水産消費技術センター

法及び独立行政法人森林総合研究所法の一

部を改正する法律（法律第８号）を公布（平

成19年４月１日施行。ただし、附則第４条

第２項及び第３項、第５条、第７条第２項

並びに第22条の規定は、公布の日から施行）

◇独立行政法人に係る改革を推進するため

の独立行政法人農林水産消費技術センター

法及び独立行政法人森林総合研究所法の一

部を改正する法律の施行に伴う関係政令の

整備及び経過措置に関する政令（政令第111

号）を公布（平成19年４月１日施行。ただ

し、第21条、第22条及び第26条の規定は、

公布の日から施行）

◇独立行政法人に係る改革を推進するため

の独立行政法人農林水産消費技術センター

法及び独立行政法人森林総合研究所法の一

部を改正する法律の施行に伴う農林水産省

関係省令の整備に関する省令（農林水産省

令第28号）を公布（平成19年４月１日施行）

◇肥料取締法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第29号）を公布（平成19

年４月１日施行）

◇遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ

る生物の多様性の確保に関する法律第32条

の規定による立入検査等及び報告に関する

省令の一部を改正する省令（農林水産省令

第30号）を公布（平成19年４月１日施行）

31日㈯◇特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時

措置法の一部を改正する法律（法律第21号）

を公布（同日施行）

◇犯罪による収益の移転防止に関する法律

（法律第22号）を公布（平成19年４月１日

施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行）

◇特別会計に関する法律（法律第23号）を

公布（平成19年４月１日から施行し、平成

19年度の予算から適用する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行し、第２条第１項第４号、第16号

及び第17号、第２章第４節、第16節及び第

17節並びに附則第49条から第65条までの規

定は、平成20年度の予算から適用）

◇農林水産省組織令及び土地改良法施行令

の一部を改正する政令（政令第115号）を公

布（同日施行）

◇執行官法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係政令の整備等に関する政令（政令

第119号）を公布（平成19年４月１日施行）
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◇特別会計に関する法律施行令（政令第124

号）を公布（平成19年４月１日から施行、

平成19年度の予算から適用。ただし、第８

条第３項（社会資本整備事業特別会計に関

する部分に限る。）、第13条第３項及び第33

条、第２章第３節及び第14節並びに附則第

22条及び第23条の規定は、平成20年度の予

算から適用）

◇農地対価等徴収規則の一部を改正する省

令（財務省・農林水産省令第２号）を公布

（特別会計に関する法律の施行の日（平成

19年４月１日）から施行）

◇農業共済再保険特別会計法施行令第５条

ノ２第１項の規定に基づく農作物共済、果

樹共済及び畑作物共済に係る再保険金及び

保険金の概算払の額の限度に関する省令の

一部を改正する省令（農林水産省令第31号）

を公布（平成19年４月１日施行）

◇経済上の連携の強化に関する日本国とメ

キシコ合衆国との間の協定に基づく農林水

産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度

に関する省令の一部を改正する省令（農林

水産省令第32号）を公布（関税定率法等の

一部を改正する法律の施行に伴う関係政令

の整備等に関する政令の施行の日（平成19

年４月１日）から施行）
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